平成２９年度補正

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
北海道採択案件一覧（56者）

２次公募

（受付番号順）
受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

1 2901210529

北海道

北海道磁気印刷株式会社

5430001022012

2 2901210535

北海道

株式会社残間金属工業

2460001000653

3 2901210538

北海道

株式会社札幌アール・シー鋼業

9430001063498

4 2901210539

北海道

株式会社もち米の里ふうれん特産館

7450001007884

5 2901210541

北海道

株式会社コスモスチール

7430001033759

6 2901210543

北海道

ハッピーフーズ株式会社

1460301003423

7 2901210549

北海道

株式会社池田歯車製作所

8430001001269

8 2901210550

北海道

有限会社三和印刷

5440002001939

9 2901210551

北海道

株式会社福島印刷

7430001052073

10 2901210554

北海道

尾崎歯科医院

11 2901210555

北海道

株式会社勝建工業

4460101003199

12 2901210556

北海道

株式会社新保商店

2430001007643

13 2901210559

北海道

有限会社片原商店

3460102005609

14 2901210560

北海道

有限会社京進機工

6430002006070

15 2901210563

北海道

株式会社メリット情報内藤

9460101001834

16 2901210564

北海道

有限会社庄司鉄工所

1450002009828

17 2901210565

北海道

北光印刷株式会社

7430001053724

18 2901210568

北海道

媚山鉄工株式会社

7450001001144

19 2901210570

北海道

株式会社ＦＵＪＩ

9430001009121

20 2901210572

北海道

株式会社電制

4430001043323

21 2901210573

北海道

有限会社日勝運輸

7460102005852

22 2901210577

北海道

株式会社三好製作所

8010801011658

23 2901210586

北海道

株式会社三洋コンサルタント

2450001007963

24 2901210587

北海道

有限会社菓子司新谷

5450002009246

25 2901210589

北海道

ニホンフード株式会社

8430001046594

26 2901210595

北海道

株式会社北海道アルファ

2460101003903

27 2901210598

北海道

株式会社ディーディーエル

8430001041843

28 2901210599

北海道

株式会社マルマス

8440001006192

29 2901210600

北海道

株式会社セレア

4450001010065

30 2901210601

北海道

株式会社パイオニアジャパン

7430001050738

31 2901210604

北海道

村田機工株式会社

6430001048270

32 2901210605

北海道

堂田車輌工業株式会社

9460301000677

33 2901210606

北海道

農振肥料株式会社

6430001044435

34 2901210608

北海道

ホクダイ株式会社

6430001053758

35 2901210610

北海道

株式会社環境ダイゼン

7460301002709

36 2901210612

北海道

株式会社アイスジャパン

2430001056517

37 2901210615

北海道

株式会社万両屋

9462501000572

38 2901210617

北海道

第二物産株式会社

4440001001131

39 2901210619

北海道

東札幌緑の杜歯科クリニック

40 2901210624

北海道

株式会社特需プロジェクト

5430001064987

41 2901210629

北海道

株式会社杉山牧場

1430001055882

42 2901210630

北海道

有限会社マルショウ小西鮮魚店

9440002004500

43 2901210637

北海道

株式会社Ｄｉｅ

6430001072386

44 2901210639

北海道

株式会社サン工機フードテクノ

8430001029186

45 2901210641

北海道

株式会社ホテル鹿の湯

8430001015830

46 2901210643

北海道

有限会社ノア動物病院

1430002026593

47 2901210645

北海道

有限会社ミヤタ技研工業

1430002066210

Ｋｒａｆｔ

事業計画名
最新ＰＯＤ機導入による、自社製品「ハリセンス」の
高品質化・小ロット多品種に対応。
研磨加工高度化と特注品製造への注力による高技術蓄
積・提供体制の実現
最新の鉄筋自動切曲装置とＱＲコード読取装置の導入
による販路拡大
なよろ特産の餅を世界に！計量機導入による生産性改
善と品質向上
成長が期待できる建築用『軽量鉄骨』市場への先発的
かつ本格的な参入
高品質化に向けての生産性向上による地元産秋鮭の販
路拡大
歯車設計支援ソフトで外注製作（歯車）を内製化する
事業
地域初！デジタル時代に印刷物とＡＲを融合させる新
技術の製本機導入
高精細印刷に対応した製版機の導入による商圏の拡大
と収益性の改善
短納期で安価・安全・安心できる歯冠修復サービスの
提供
先進的なＩＣＴ対応油圧ショベルの導入による情報化
施工サービスの提供
一次・二次加工を自社完結する業界トップレベルのワ
ンストップ生産体制の構築
パン生地製造工程を新設工場に集約、自動化！生産性
向上を通した地元の魅力発信
ＩＯＴを活用し、他社が敬遠する複雑・難加工形状の
単品製作の生産性を向上させる。
無人ヘリコプターによる農薬空中散布サービスを開始
し、十勝の作物、畑、農家を守る
高精度・高生産性を実現する多品種対応切削能力型フ
ライス盤の導入
北海道内初のＵＶ装置付Ａ３判４色印刷機システムに
よるフィルム封筒印刷事業の参入と雇用の拡大
Ｈ形鋼・ＮＣ６軸高速穴あけ加工機導入による鋼材一
次加工の高度化と生産能力拡大の実現
ＩＴ・プリペイドカード活用による北海道物産の発展
に向けたＷｅｂサービスの提供
水産物鮮度センサにおける鮮度指標「Ｋ値」との検量
線開発
ドライバー向け体調監視機器と安全運転促進システム
の導入
おわん形状食器への印刷技術開発
３Ｄデータ取得装置と既存測量器一体型測定装置・解
析ソフト導入による市場拡大
生産性向上設備の導入による「ふらのラングドシャ」
の需要拡大事業
自動計量導入によるレトルト食品製造工程の生産性向
上と販路拡大
自社の経営資源を活用した事業多角化により災害対応
力の高い企業へ
ＬＰＷＡ通信を用いた業務・運用の効率化を推進する
サービスの提供
かぼちゃ乱切り機導入による製造工程の機械化、省力
化事業
稚内珪藻土の農業資材を過熱蒸気で処理する事による
生産性、品質向上事業
作業効率の低いカット野菜の生産性を向上させ、より
高付加価値惣菜の生産に注力する
ユニットワーカー導入による生産性向上並びに新規受
注増加及び加工技術の継承
高精度・高効率パイプベンダー導入による生産性の向
上と品質の安定
低温成形型ペレット造粒装置による有機ＪＡＳ適合リ
サイクル肥料の製造と拡販
大型ダイカストマシン導入による、市場ニーズへの対
応と競争力強化
牛の尿を独自技術で精製した画期的なバイオ消臭液の
生産性向上、品質安定および労働環境改善事業
新商品である長時間の冷却効果を有する冷却枕の量産
化に向けた製造ラインの構築について
中標津の魅力を伝えるお菓子「チーズブルトンヌ」の
生産力向上
極小じゃがいもを自動化と創意工夫で高付加価値化す
る１次加工事業への進出
顎運動測定器と３Ｄプリンターによる高品位歯科修復
物の提供
ＵＶ厚盛印刷技術を応用した立体壁紙の生産性向上及
び施工体制構築
ＩＴ技術を活用した日本初の子牛の自動体調管理シス
テムの構築
最新の魚加工機の導入による「ちかチョビ」の生産体
制強化と商圏拡大
独創的な重機用アタッチメント製造における、コスト
低減・生産性向上のための先端加工機導入

認定支援機関名
株式会社北洋銀行
釧路信用金庫
株式会社北海道銀行
北見信用金庫
北海道信用金庫
株式会社北海道銀行
株式会社北洋銀行
株式会社北洋銀行
北海道信用金庫
株式会社秋田銀行
株式会社北海道銀行
株式会社北海道銀行
帯広信用金庫
公益財団法人北海道中小企業総合支援センター
帯広信用金庫
株式会社北海道銀行
株式会社北洋銀行
一般財団法人旭川産業創造プラザ
株式会社北海道銀行
株式会社北洋銀行
株式会社北海道銀行
室蘭信用金庫
株式会社北海道銀行
株式会社北洋銀行
株式会社北洋銀行
帯広信用金庫
株式会社北洋銀行
渡島信用金庫
一般財団法人旭川産業創造プラザ
株式会社北海道銀行
空知商工信用組合
株式会社北洋銀行
株式会社北海道銀行
株式会社北海道銀行
北見信用金庫
室蘭信用金庫
株式会社北洋銀行
株式会社商工組合中央金庫
旭川信用金庫
しろくまコンサルティング事業協同組合
苫小牧信用金庫
株式会社北海道銀行
苫小牧信用金庫

コンピューター制御旋盤導入による生産性向上の事業 株式会社北洋銀行
業界初、宿泊客のネット端末から予約可能なＣｌｏｕ
株式会社北洋銀行
ｄオーダーシステム導入による顧客満足度向上
小動物医療に対し、北海道民間動物病院唯一となる放
株式会社北洋銀行
射線治療体制の導入
圧延、製鉄工場関連設備部品の溶接、溶射による硬化
室蘭信用金庫
肉盛り技術の確立

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

48 2901210648

北海道

昭和製菓株式会社

1440001000994

49 2901210651

北海道

株式会社北山光社

9430001004386

50 2901210654

北海道

有限会社山下工業所

6430002065059

51 2901210657

北海道

株式会社西野製作所

1430001056914

52 2901210661

北海道

株式会社ナリテツ

6460001003561

53 2901210662

北海道

株式会社北央技研

8430001057022

54 2901210663

北海道

有限会社タイヤショップ金

6430002011847

55 2901210669

北海道

株式会社アジア地域連携研究所

8430001066246

56 2901210680

北海道

佐藤鋳工株式会社

6450001004809

事業計画名
飴製造における生産性向上、生産歩留り向上。
高速・高精度ベンディングマシン（曲げ加工機械）導
入による生産性向上
鉄骨加工の高精度化とリードタイム短縮を目的とした
ＣＮＣ３軸自動形鋼ドリルマシン導入事業
溶射ロボット導入による生産性向上と品質向上、コス
ト削減対策
若年層・女性の技術継承を可能とした鉄板切断加工技
術の高速化、高精度、効率化事業
検査サービスの付加価値向上と新規受注獲得に向けた
フェーズドアレイ方式の非破壊検査装置導入事業
北海道の物流を支えるトラックの冬タイヤ交換作業を
抜本的に改革し、防災活動にも貢献する事業
ＡＩ活用型ＧＡＰ支援システムのデータ入力専用デバ
イス及びリスク評価システム開発事業
最新３Ｄスキャナ型三次元測定機の導入による自動車
用鋳鉄部品の検査プロセスの革新

認定支援機関名
株式会社北洋銀行
株式会社北洋銀行
室蘭信用金庫
株式会社北洋銀行
株式会社ラコンテ
株式会社北洋銀行
株式会社北洋銀行
株式会社北海道銀行
北海道商工会連合会

