
（受付番号順）

受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

1 3001210002 北海道 タルミ工業
３次元ＣＡＤソフトおよびガス・プラズマ切断機、自動
罫書マシン導入による生産性向上事業

北見信用金庫

2 3001210004 北海道 北神産業株式会社 4460301000954
自動皮むき機導入による生産性向上と、日本一を誇
る北見産玉ねぎの販売拡大

北見信用金庫

3 3001210005 北海道 北見地方自動車整備協同組合 1460305000045
先進安全自動車に対応した最新鋭共同整備場の設
置による付加価値向上計画

網走信用金庫

4 3001210006 北海道
株式会社ビーバープランニングセン
ター

1430001025745
自動カッティング機導入による生産性向上と製造プロ
セスの改善

株式会社北洋銀行

5 3001210008 北海道 株式会社アルファビジネス 4430001001124
最新印刷機による金・銀印刷の高品質化の達成と生
産性向上・販路拡大の実現

株式会社北洋銀行

6 3001210009 北海道 十勝ランドリー有限会社 7460102007527
新型リネン仕上機導入によるＱＣＤ改善及び働き方
改革実践事業

北見信用金庫

7 3001210011 北海道 株式会社イリエ船橋商店 3440001005703
「北海道鹿部／軽石干し」の生産性向上に関わる設
備増強計画

公益財団法人北海道中小企
業総合支援センター

8 3001210015 北海道 株式会社北海工芸 4450001002814 新規機械導入により製造工程の改善計画 税理士法人エール旭川

9 3001210017 北海道 株式会社東圧 9460101001165
北海道内初の最新式鉄筋材切曲加工機導入による
生産性向上と人手不足解消

帯広信用金庫

10 3001210023 北海道 有限会社高田鉄筋 9460102001858
鉄筋加工におけるボトルネックを解消し、コンクリート
二次製品の受注拡大を図る

帯広信用金庫

11 3001210028 北海道 株式会社進藤鋳造鉄工所 2460101000710
最新型発光分光分析機導入による分析精度向上に
伴う高付加価値化及び新素材開発

帯広信用金庫

12 3001210029 北海道 岡崎木材有限会社 8460102006148
災害復旧工事の現場でも活躍！エレベータキャブ付
グラップルの導入による伐開事業の受注能力強化

帯広信用金庫

13 3001210032 北海道 北栄測量設計株式会社 3440001002048
レーザースキャナー導入による測量作業の効率化と
災害時対応強化事業

株式会社北洋銀行

14 3001210033 北海道 株式会社久一米田商店 4440001001874
道内初いくら「小パック」製品の量産化・高生産性計
画と販売促進計画

北海道商工会連合会

15 3001210034 北海道 有限会社吉水商会 7450002012958
高性能ＣＮＣ旋盤機導入による生産性向上と地域貢
献

北海道商工会連合会

16 3001210035 北海道 空知單板工業株式会社 4430001048413
木製単板クラフト製品へのデジタルフルカラー印刷に
よる高付加価値化の実現

株式会社北洋銀行

17 3001210038 北海道 株式会社共成 7460101000458
最新レーザ加工機を導入し現場作業効率の向上と、
より良い労働環境を実現する

帯広信用金庫

18 3001210039 北海道 エゾの杜株式会社 1460101005891
北海道十勝産のエゾ鹿肉を全国の食卓へ！！エゾ
鹿の食肉製品加工製造の強化

帯広信用金庫

19 3001210041 北海道 ｄｅｎｔａｌｏｆｆｉｃｅおおとも
むし歯の見える化と患者管理ソフトによる予防歯科シ
ステムの構築と普及

株式会社北洋銀行

20 3001210046 北海道 マルヒラ渡邊水産株式会社 4430001057422
３Ｄ急速冷凍装置導入による新商品（冷凍ウニ）開発
及び安定供給の実現

室蘭信用金庫

21 3001210048 北海道 株式会社星野鉄工所 9460301000891
プレスブレーキ導入による部品点数の削減と生産体
制の強化

網走信用金庫

22 3001210052 北海道 ｙｕｆｆｅ株式会社 6450001011441
生産加工技術簡略化による木工業界のイメージ向上
と雇用の拡大

株式会社北洋銀行

23 3001210053 北海道 株式会社ケーエス新栄 7430001027959
溶接ロボット導入による生産性の向上と市場拡大に
よる事業継続力強化

株式会社北洋銀行

24 3001210056 北海道 株式会社セキホク 8450001001226
移動・可搬式の破砕機導入による資源の合理的活用
と生産性向上

一般財団法人旭川産業創造
プラザ

25 3001210060 北海道 合同会社ＳｐａｃｅＣｕｂｉｃｓ 1430003009440
ＳＲＡＭベースのＦＰＧＡを搭載した宇宙用コンピュー
タの開発

公益財団法人北海道中小企
業総合支援センター

26 3001210061 北海道 株式会社村上商店 4440001002410
北海道産「生うに」の高品質化と労働負担軽減化計
画

株式会社北洋銀行

27 3001210065 北海道 株式会社釧路製作所 4460001004438
小型ＣＮＣ切断機、新型３ＤＣＡＤ導入による作業効
率化及び新規事業への参入。

株式会社北海道銀行

28 3001210066 北海道 有限会社白田タイヤ商会 9460102001593
工場と変わらぬクオリティを畑の真ん中で！十勝の
農業を足元から支える出張タイヤ整備の生産性向上
事業

帯広信用金庫

29 3001210070 北海道 株式会社カワバタ 7430001052800
ボルボトラック用先進安全機器の較正システムを導
入した東北以北で初めての検査サービス提供

苫小牧信用金庫

30 3001210071 北海道 北海道麦酒醸造株式会社 9430001050901
パストライザー導入による「はね品」果実を活用した
フルーツビールの海外進出事業

株式会社北洋銀行

31 3001210073 北海道 有限会社丸二永光水産 7450002010623
高品質ホタテの生産性向上および品質向上による海
外有名飲食店進出計画

北海道商工会連合会

32 3001210077 北海道 株式会社カネマル 6460101004138
自動包装機とロボットパレタイザ設備の導入による２
０㎏、３０㎏製品の安定供給、供給拡大事業

株式会社北海道銀行

33 3001210078 北海道 ピーオーブレイス株式会社 6430001059276
医療用インソール製作工程のデジタル化による工程
短縮と生産能力向上

空知信用金庫

34 3001210087 北海道 株式会社クロスポイント 7430001005188
北海道内初、最新式シール印刷機導入による大幅な
生産性向上と新たな顧客ニーズへの取り組み

株式会社北洋銀行

35 3001210090 北海道 株式会社イズム・グリーン 7450001000435
最新型測量機の導入による働き方改革および災害
に強い都市計画に対する貢献

北見信用金庫

36 3001210094 北海道 道建コンサルタント株式会社 2430001056285
レーザーシステム搭載ドローンによる高精度測量の
実施と作業効率化

伊達信用金庫

37 3001210105 北海道 極東高分子株式会社 3430001049916
紙器製品・板紙関連材料の新製法確立による新たな
付加価値と機能性の創出

株式会社北海道銀行

38 3001210108 北海道 ニホンフード株式会社 8430001046594
熱水噴流式レトルト殺菌装置の導入による運転費用
の低減と生産性向上

株式会社北洋銀行

39 3001210110 北海道 片桐農園
良質玄米の製品化による販路拡大並びに地域産業
活性化事業

空知信用金庫

平成３０年度補正　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金　２次公募
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40 3001210111 北海道 有限会社三景スタジオ 1450002002345
道内初！写真アルバム用全自動製本機導入による
生産性あよび付加価値向上計画

株式会社北洋銀行

41 3001210115 北海道 株式会社ブレア 7450001004576
ＮＣルーター導入による顧客ニーズへの対応と旭川
家具の活性化

株式会社北洋銀行

42 3001210117 北海道 日成工機株式会社 9450001002355 ３ＤＣＡＤの導入で売上拡大と建築業界参入を目指す 株式会社北洋銀行

43 3001210119 北海道 東京紙工株式会社 4030001046779
多品種に対応できるようにした自動包装機の導入に
よる生産性の大幅向上

苫小牧信用金庫

44 3001210120 北海道 株式会社ハイテックシステム 5430001043891
設計・製造・検査設備を増強して、製造工程を効率化
する

株式会社北洋銀行

45 3001210124 北海道 株式会社ノースデンタルコネクト 3430001078675
地域における歯科技工プロセスのデジタル化促進に
よる高齢化への対応

株式会社リアルコンテンツ
ジャパン

46 3001210125 北海道 有限会社青葉 3020002093871
高周波領域への対応を可能とするセミリジッドケーブ
ルの製造

長田　和弘

47 3001210126 北海道 株式会社加藤建設工業 4430001051697 ＧＰＳによる生コン車の運送管理システムの構築
株式会社アルファコンサル
ティング

48 3001210131 北海道 株式会社リナイス 6430001052520
アンチエイジング素材プロテオグリカン量産のための
製造設備導入事業

株式会社北洋銀行

49 3001210133 北海道 株式会社フレッシュフーズ 7430001015402
冷蔵技術向上による、品質向上とフードロス削減事
業

株式会社北洋銀行

50 3001210136 北海道 株式会社道央メタル 6430001046860
ＣＮＣ旋盤の導入により成長を加速、空知管内Ｎｏ．１
ものづくり企業として地域のリード役を果たす。

株式会社北洋銀行

51 3001210138 北海道 釧翔義肢株式会社 6460001004618
３Ｄ最新設備と義肢装具士の職人技術との融合によ
るインソール生産体制の構築

株式会社北洋銀行

52 3001210139 北海道 株式会社北海道宝島旅行社 2430001052391
インバウンド向けコンシェルジュ業務効率化システム
の導入

出口　秀樹

53 3001210140 北海道 有限会社森田興業 5430002020196
ＮＣ自動加工機の導入による建築構造用鉄骨材の
加工の生産性向上

株式会社北海道銀行


