
No 受付番号 都道府県名 商号又は名称 法人番号 事業計画名 主たる実施場所の住所 交付申請額 採択種類 認定支援機関名

1 R101110001 北海道 有限会社笈川刃物工業 2430002053991 特殊形状チップソーのメンテナンスへの取組 北海道小樽市銭函３丁目１３５番地 10,000,000 一般型

2 R101110002 北海道 三友自動車興業株式会社 2430001019481 デジタル技術活用の塗装用乾燥機及びスポット溶接機の導入事業 北海道札幌市北区新川四条１６丁目２番２５号 4,713,333 一般型
株式会社　北海道共創パートナー
ズ

3 R101110003 北海道 てらさわ歯科 当院のライフワークともいえる咬合治療のさらなる強化 北海道夕張郡長沼町東町北１丁目２－６ 6,113,636 一般型 アルタス・パートナーズ合同会社

4 R101110004 北海道 株式会社若山農場 5460101006498 新スプレーヤ導入によるＪＧＡＰ認証の維持 北海道中川郡幕別町字栄１１２番地 6,343,520 一般型 帯広信用金庫

5 R101110005 北海道 有限会社金信高木商店 4462502000196 冷凍ホタテ貝柱の品質向上による自社ブランド確立と販路拡大の実現 北海道野付郡別海町尾岱沼港町１５０番地 8,754,300 一般型 大地みらい信用金庫

6 R101110006 北海道 月寒ファミリー歯科医院 医院の特徴を強化し地域への浸透を目指すための機器導入 北海道札幌市豊平区月寒中央通６－３－２８メトロ月寒中央２階 7,500,000 一般型 アルタス・パートナーズ合同会社

7 R101110008 北海道 みかさ歯科 歯科医院の少ない地域におけるワンストップ治療体制の強化 北海道三笠市若松町１０－６ 7,500,000 一般型 アルタス・パートナーズ合同会社

8 R101110009 北海道 株式会社北杜設計 6460301003237
網走市のインフラ整備を迅速化する 新デジタルデータを活用した建設ＤＸに
資する革新的なＩＣＴ施工体制の確立

北海道網走市字潮見１７１番地１ 10,000,000 一般型

9 R101110010 北海道 株式会社十勝建材工業 5460101003223 製造プロセスの改善による生産性向上と雇用の安定化 北海道足寄郡足寄町芽登２６９０ 10,000,000 一般型 帯広信用金庫

10 R101110011 北海道 株式会社きはらふぁーむ 3450001011923 肥料や燃料の価格高騰対策及び環境に配慮したスマート農業の実現 北海道深川市深川町字メム４号線山２線５５５３番地２ 3,706,666 一般型 税理士法人小島会計

11 R101110013 北海道 株式会社丸あ野尻正武商店 6460301003435 新設備導入による知床ブリの生産販売と道産冷凍野菜の販路開拓 北海道斜里郡斜里町前浜町２番地２ 8,320,000 一般型 北海道商工会連合会

12 R101110014 北海道 岩井歯科医院 先進機器を用いて今後とも地域に密着した歯科医院としてあり続けるために 北海道茅部郡鹿部町字鹿部１４７番地７ 7,500,000 一般型 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

13 R101110015 北海道 有限会社北清アルステックス 2430002038489
道内トップを目指す！先端デジタル技術導入による「革新的なＩＣＴ施工体制
の構築」

北海道札幌市清田区北野四条４丁目１９番１号 7,500,000 一般型

14 R101110016 北海道 株式会社土木開発センター 7450001001994 ＵＡＶレーザ計測導入による生産性向上、及び新規事業確立への取組み 北海道旭川市錦町１３丁目２９４９番地 7,500,000 一般型

15 R101110017 北海道 有限会社ダイマルファーム 6460102001803 一流が一流を作る！　肉用牛の大規模飼養におけるエサ作り効率化。 北海道上川郡清水町字旭山６１４番地 6,750,000 一般型 帯広信用金庫

16 R101110019 北海道 三浦印刷株式会社 8430001016309 デジタル技術を活用した製造工程の簡略化と新分野における製造・販売 北海道札幌市中央区南九条西６丁目４２１番地の７ 12,500,000 一般型

17 R101110021 北海道 有限会社太陽有機 2460302000922 新たな鶏糞散布機の導入で地域の需要を取込み売上拡大を図る 北海道北見市端野町三区３９１番地４ 4,825,000 一般型 遠軽信用金庫

18 R101110022 北海道 株式会社海幸フーズ 4450001011708 ３Ｄフリーザーの瞬間冷凍技術導入による生産能力向上計画 北海道紋別市北浜町３丁目７番地３ 10,000,000 一般型
株式会社　北海道共創パートナー
ズ

19 R101110023 北海道 ２４軒歯科クリニック
歯科用ＣＴを用いた根管治療プロセスの改善による「一貫した治療プロセス」
の構築

北海道札幌市西区二十四軒一条４丁目３－１ 7,266,666 一般型 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

20 R101110025 北海道 合同会社ファームリンクス 7462503000176
適正な労働力で持続可能な酪農事業を創設すること！～哺乳作業の機械化
で労働環境の負担軽減を図る～

北海道標津郡中標津町字俵橋１６９１番地２ 2,640,000 一般型 税理士法人令月会

21 R101110026 北海道 有限会社ヤマヨ第十八弘誠丸斉藤漁業 5440002008901 鮭やホッケの受注急増を踏まえ加工設備の導入による量産体制の整備 北海道久遠郡せたな町瀬棚区元浦９３０ 7,533,333 一般型 北海道商工会連合会

22 R101110029 北海道 くろさわ歯科クリニック 立体的画像診断の導入による歯周外科治療および顎関節治療の強化 北海道石狩郡当別町北栄町３９－４ 6,743,666 一般型 アルタス・パートナーズ合同会社

23 R101110030 北海道 株式会社ファーム善蔵 6450001011607 移植栽培から直播栽培へ切り替え、生産性の向上を図る。 北海道雨竜郡北竜町字三谷１番地１ 7,500,000 一般型 税理士法人小島会計

24 R101110033 北海道 有限会社大貴 2430002059171
工場が多い胆振東部で油やタールの酷い汚れを落とす市内唯一の 新ク
リーニング機を導入

北海道苫小牧市新開町４丁目４番１号 6,311,500 一般型 苫小牧信用金庫

25 R101110035 北海道 有限会社竹谷工業所 4460002001649 新シャーリング機の導入による生産性向上と短納期化の実現 北海道釧路市鶴野５８番地の３０２２ 10,000,000 一般型 大地みらい信用金庫

26 R101110036 北海道 株式会社シー・ブライト 5460101004816 牧草生産の規模拡大並びに品質向上へ向けた大型牧草刈取機の導入 北海道中川郡豊頃町礼作別５９３番地１ 5,200,000 一般型 帯広信用金庫

27 R101110037 北海道 株式会社マルエヌ野村工業 7430001022852
自動でサクサク！自動孔あけ＆工具自動交換で孔あけ加工効率大幅ＵＰ事
業

北海道小樽市銭函３丁目５１５－１　４階 10,000,000 一般型

28 R101110038 北海道 株式会社クドウ 2430001004938 フレアマシン等導入による生産性向上および品質向上を目指す事業 北海道小樽市銭函４丁目１７７－３ 10,000,000 一般型
株式会社　北海道共創パートナー
ズ

29 R101110039 北海道 有限会社永井畜産 4460102007281 作業効率化による良質な粗飼料作りと肉牛育成技術の向上を図る。 北海道足寄郡足寄町中足寄２６番地１ 4,533,333 一般型 帯広信用金庫

30 R101110042 北海道 上川大雪酒造株式会社 3190001015777 日本酒造りにＩＴ導入！品質維持向上で当社ブランド強化を実現！ 北海道上川郡上川町旭町２５番地１ 4,731,000 一般型 森藤　啓治郎

31 R101110044 北海道 有限会社青山商会 5462502000014 ＤＰＦ洗浄工程の内製化により、商圏の拡大と生産性向上を目指す事業 北海道標津郡中標津町東十九条北３丁目１番地 10,000,000 一般型
株式会社　北海道共創パートナー
ズ

32 R101110045 北海道 中村農場 良質な土壌づくりを目指して～生産性向上と高品質作物の提供～ 北海道上川郡清水町字旭山１７８番地 1,433,333 一般型 帯広信用金庫

33 R101110046 北海道 株式会社Ｉ．Ｗ．Ａ．Ｏ　Ｆａｒｍ 8460101006306
機械の力を 大に利用した営農を展開。肥料削減と収量ＵＰを同時に達成し
ます。

北海道中川郡本別町西美里別２６１番地１６ 4,484,545 一般型 帯広信用金庫

34 R101110047 北海道 櫻井牧場 スマート農業の模範となれる牧場を目指して 北海道上川郡清水町熊牛６０番地７０ 5,278,182 一般型 帯広信用金庫

35 R101110048 北海道 株式会社函館酪農公社 6440001001773 生産工程の集約と自動化による高付加価値商品生産工場への転換 北海道函館市中野町１１８番地 20,000,000 一般型
株式会社　北海道共創パートナー
ズ

36 R101110050 北海道 伊藤隆志歯科医院 銀歯からＣＡＤ／ＣＡＭ冠製作への移行による精度向上・時間短縮・利益向上 北海道釧路市春採２丁目３５番２３号 5,121,200 一般型 和田　純子
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37 R101110051 北海道 佐藤弘志 新ポテトハーベスター導入による労働力不足と生産ラインの改善 北海道足寄郡足寄町上利別１６３－２ 7,500,000 一般型 帯広信用金庫

38 R101110054 北海道 山﨑農場 幻の穀物「アマランサス」の増産体制に向けた業務の機械化 北海道河東郡音更町字西中音更北１５線４番地 7,500,000 一般型 帯広信用金庫

39 R101110055 北海道 内田農場
作業効率化による国内需要に対応した生産規模拡大及び高品質な大豆の提
供

北海道河西郡中札内村協和東５線２５６番地１１ 7,500,000 一般型 帯広信用金庫

40 R101110057 北海道 上方牧場 高級和牛【上方牛】の品質向上に向けた飼料作りへの取り組み 北海道中川郡本別町美蘭別４９９番地４ 5,533,333 一般型 帯広信用金庫

41 R101110058 北海道 鍋谷歯科医院 口腔内スキャナー導入による補綴治療の迅速化と対応できる患者様の拡大 北海道亀田郡七飯町字大沼町２０６番地１ 3,600,000 一般型 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

42 R101110059 北海道 株式会社麻井文本 3430001045601
錠剤供給装置付き全自動分割分包機導入によるサービス提供プロセスの改
善

北海道札幌市中央区大通西１５丁目１－１３ニューライフ大通公園１階 1,909,091 一般型 株式会社北海道銀行

43 R101110061 北海道 株式会社佐原工業所 1430001056716 ドリルマシン導入による鉄骨加工の高精度化・生産性向上事業 北海道登別市大和町１－８－２ 10,000,000 一般型

44 R101110062 北海道 株式会社わらく堂 2430001018376 人気洋菓子２品の生産性向上を達成する効率的設備投資事業 北海道札幌市白石区栄通７丁目６番３０号 11,295,000 一般型 北村　耕司

45 R101110063 北海道 二ツ山牧場 土壌づくりおよび肥料散布の方法を変えることで持続的な営農を目指す。 北海道上川郡清水町字熊牛９１番地１１６ 4,824,000 一般型 帯広信用金庫

46 R101110064 北海道 福岡農場 スマート農業の魅力を同業者へ伝えられる事業を目指す。 北海道上川郡清水町字人舞１９８番地 6,928,933 一般型 帯広信用金庫

47 R101110065 北海道 株式会社プレスボード 2430001033053
新設備導入による製造効率化と外断熱パネルの全国提案で、猛暑・厳冬にＷ
貢献

北海道石狩市新港西２丁目７８６番地１ 10,000,000 一般型 株式会社シャイン総研

48 R101110066 北海道 株式会社竹中 2460101003151
鉄骨用高低速ショットブラスト導入による業務効率化及び収益改善・付加価値
創造

北海道上川郡新得町屈足旭町東４丁目３番地１ 10,000,000 一般型 帯広信用金庫

49 R101110068 北海道 株式会社中浜組軀体興業 1440001001464 パネルソー導入で生産性向上、技術力向上と提案力強化で差別化 北海道函館市瀬戸川町６４ 6,000,000 一般型 株式会社シャイン総研

50 R101110069 北海道 トム製麺 十勝産小麦使用の「油そば」を全道・全国へ商圏拡大！！ 北海道帯広市西２条南４丁目１９番地３ 4,664,000 一般型 帯広信用金庫

51 R101110070 北海道 株式会社野口畜産 4460101006268 自動給餌機導入による生産性向上を図り和牛生産能力を強化する！ 北海道河東郡士幌町字上音更２５０番地 10,000,000 一般型 帯広信用金庫

52 R101110071 北海道 株式会社サクシン 1460101003326 ＩＣＴを活用し土木作業の高精度化、働き方改革、生産性向上を実現 北海道十勝郡浦幌町字住吉町６３番地１７ 10,000,000 一般型 帯広信用金庫

53 R101110073 北海道 株式会社わっか 3460301004832
地域１の検査力を備え、エキゾチック動物の診療水準の飛躍と検査センター
機能を獲得

北海道紋別郡遠軽町清川５４番地７ 10,000,000 一般型 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

54 R101110080 北海道 株式会社アスコ 2450001006008 ＤＰＦ洗浄機器導入による生産性の向上及び内製化に伴うコストの削減事業 北海道旭川市工業団地一条２丁目４番１２号 10,000,000 一般型

55 R101110081 北海道 有限会社石山農場 3460102006144 本別町のじゃがいもを日本中の食卓へ 北海道中川郡本別町栄町１１８番地２ 7,500,000 一般型 帯広信用金庫

56 R101110082 北海道 株式会社長栄通建 7430001028651
連続掘削機械（トレンチャー搭載トラクター）を活用した無電柱化・風力・太陽
光発電の電線管路の施工。

北海道札幌市西区八軒十条西１２丁目２番５８号 12,500,000 一般型
株式会社　北海道共創パートナー
ズ

57 R101110083 北海道 株式会社三協板金工業 4460101004569 新の定尺切断機の導入を通した女性が活躍する次世代体制の確立 北海道帯広市西二十条北３丁目２２番１６ 4,477,333 一般型 帯広信用金庫

58 R101110084 北海道 有限会社北藤ファーム 2460102006814
ベルトマージャーの導入による牧草収穫の作業効率化及びグラスサイレージ
の品質向上

北海道広尾郡広尾町字紋別２１線１２７番地 10,000,000 一般型 帯広信用金庫

59 R101110088 北海道 炭火焼小料理　おおはら
地域食材を活かしたジェラートのＨＡＣＣＰ対応と生産能力向上で遠隔地や通
販への販路拡大

北海道苫小牧市王子町１丁目１番１５号 5,000,000 一般型

60 R101110090 北海道 株式会社共立測量設計 3430001004788 新鋭バックパック型ライダーによる測量技術のイノベーション 北海道札幌市豊平区平岸八条１３丁目２番２７号 6,250,000 一般型 室蘭信用金庫

61 R101110092 北海道 有限会社平井測研 5460102002802 国産ドローンレーザー新技術導入で３次元デジタル測量 北海道河東郡音更町木野大通西１４丁目１番地１５ 10,000,000 一般型

62 R101110093 北海道 株式会社芭里絵 8430001013644 デジタル連携強化による業務改善と美容商品クローズドＥＣの拡販 北海道札幌市中央区大通西２２丁目２番１０号 7,968,453 一般型

63 R101110095 北海道 北栄物産株式会社 6430001046654 たまねぎ選果ラインの自動化による生産性向上事業 北海道岩見沢市上幌向町５２９－１３ 10,000,000 一般型 空知商工信用組合

64 R101110097 北海道 たたみの宮崎 畳床を独自の技術で製造し、ペットと快適に過ごせる空間の提案に挑戦！ 北海道河東郡音更町木野大通東８丁目９番地５ 7,500,000 一般型 株式会社シャイン総研

65 R101110098 北海道 アズマイファーム株式会社 3460101004768 土づくりの効率化実現により、畑作・畜産事業の生産性向上へ 北海道河東郡士幌町字上音更西２線２４６番地 10,000,000 一般型 帯広信用金庫

66 R101110102 北海道 アルケミストコーヒージャパン合同会社 5430003013505 大型焙煎機導入による生産性向上と、新たな事業展開 北海道札幌市中央区宮の森三条１３丁目５番１８号 6,660,200 一般型

67 R101110104 北海道 株式会社エルムホースクリニック 7430001072963
馬の一生涯に手厚く寄り添う病院へ進化し、道内、ひいては日本の馬産の発
展を牽引

北海道浦河郡浦河町緑町５９番地の６１ 7,420,000 一般型 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

68 R101110106 北海道 株式会社ソフトネクスト 3430001038373 ＡＩを駆使した住宅・空き家の相談＆売買マッチングシステムの開発 北海道札幌市中央区北五条西１３丁目１番１１６ 10,000,000 一般型 石井　伸暁

69 R101110109 北海道 ハコー印刷株式会社 9440001001787 地域の要求に応えるデザイン体制強化 北海道函館市東雲町９番７号 10,000,000 一般型

70 R101110111 北海道 安田正志
ポテトカッティングプランター等の導入による馬鈴薯生産能率向上および省力
化

北海道中川郡豊頃町育素多８６－４ 4,454,666 一般型 帯広信用金庫

71 R101110112 北海道 川村農場 馬鈴薯の母である種イモをスマート農業の展開により増産を図る！ 北海道河東郡士幌町字上音更西１線２３９番地１０ 7,500,000 一般型 帯広信用金庫

72 R101110115 北海道 株式会社ホクリンコンサルタント 5460301000994 新測量設備導入による生産性向上と働き方改革プロジェクト 北海道北見市三楽町２２２番地３６ 4,556,725 一般型 北見信用金庫

73 R101110116 北海道 株式会社ロードテクノ 1460301002656 地中レーダー装置導入による交通インフラ入替作業の効率向上 北海道北見市豊地９３番地２４ 4,000,000 一般型 北見信用金庫

74 R101110120 北海道 味乃しゅうか合同会社 4430003011988
ミシュラン店の技術と北海道初の養鰻場を提携し、ウナギ処理機を活用した
冷凍鰻食品製造卸／販売事業

北海道札幌市中央区南八条西７丁目１階 10,000,000 一般型

75 R101110121 北海道 合同会社吉井ファーム 6450003001011 セクションコントロール・可変施肥によるコスト減・品質向上計画 北海道上川郡美瑛町字上宇莫別拓殖 7,107,272 一般型 伊藤　隆

76 R101110122 北海道 株式会社山拾村上商店 8460001001902 古紙リサイクルライン高度化による生産性向上 北海道釧路市鳥取南５－１１－５４ 5,750,000 一般型 協同組合さいたま総合研究所

77 R101110123 北海道 株式会社樋口 3430001013863 札幌市小中学校用流し台製造工程における生産性向上と販路拡大 北海道札幌市西区発寒十四条１２丁目１番８号 3,450,000 一般型 株式会社北海道銀行
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78 R101110127 北海道 有限会社ワイズスタイル 3440002008812 製造設備投資及びＥＣ展開による量産体制と販路拡大戦略 北海道二海郡八雲町立岩３５９－１３ 7,500,000 一般型
一般社団法人共創デザイン総合
研究所

79 R101110131 北海道 カドウフーズ株式会社 5440001005800 生産管理システム導入による経費削減と生産性向上事業 北海道函館市追分町１番２５号 2,626,000 一般型

80 R101110133 北海道 アソンブロッソ北海道株式会社 1430001085789 食材本来の美味しさや食感を再現する革新的な急速冷凍技術の導入 北海道岩見沢市大和三条５丁目２９ 8,937,323 一般型 株式会社はせべ経営

81 R101110136 北海道 株式会社フレアサービス 4450001006096 クックチルと真空調理のハイブリッド調理 北海道旭川市永山北一条１０丁目４番６号 12,500,000 一般型 小林　孝至

82 R101110137 北海道 ホワイト歯科 超高齢社会における地域歯科医療の拡充に向けた口腔内スキャナー導入 北海道名寄市西２南８－１２－１ホワイト歯科 3,418,666 一般型 北星信用金庫

83 R101110141 北海道 株式会社小六 5430001006411 収益向上と販路拡大を実現させる乾麺製造ラインの内製化計画 北海道札幌市豊平区豊平二条１丁目１番１２号 12,330,000 一般型

84 R101110145 北海道 株式会社リイチ 9430001058283 ホットパックと液体凍結技術による美味しい冷凍サムゲタンの製造と自動販売 北海道札幌市清田区清田二条２丁目１４－５０ 8,292,000 一般型

85 R101110146 北海道 千秋庵製菓株式会社 9430001008841 新商品生ノースマンの包装工程生産性向上を通じた製造ロス低減 北海道札幌市中央区南三条西３丁目１３番地２ 12,500,000 一般型

86 R101110147 北海道 有限会社野﨑プレス興業 5460102002629 ＣＮＣ切断機導入による作業効率化および受注体制の強化 北海道河西郡芽室町芽室基線２５番地９ 3,735,533 一般型 帯広信用金庫

87 R101110150 北海道 伊藤農園 ＩＣＴ技術が搭載された高性能コンバイン導入による農業ＤＸ化事業 北海道空知郡南幌町南１４線西１８番地 7,500,000 一般型 空知信用金庫

88 R101110151 北海道 有限会社樹工房 5450002000691 ボディプレス導入による家具組立の品質安定化および生産性の向上 北海道上川郡東川町南町２丁目１１番３号 4,680,000 一般型

89 R101110152 北海道 有限会社大坂林業 5460102006753 バイオマスバーナー導入による苗木の生産効率改善及び産廃の有効活用 北海道中川郡幕別町忠類錦町４３８番地 2,750,000 一般型 帯広信用金庫

90 R101110161 北海道 あい歯科クリニック 地方での高度歯科治療提供の為の口腔内撮影スコープ等設備の導入 北海道滝川市東町３丁目１－２９ 3,450,000 一般型 スズカ税理士法人

91 R101110162 北海道 株式会社パーペル 9460101003483 高級デザインを彩るエンボス加工機械導入による生産性向上計画 北海道河西郡中札内村栄東５線３８６番地１ 3,490,000 一般型 帯広信用金庫

92 R101110165 北海道 倉繁醸造株式会社 1460301003134 袋詰め工程の機械化による生産量ＵＰと当社コア技術の技能承継 北海道網走市字呼人３４１－５１ 10,000,000 一般型 網走商工会議所

93 R101110172 北海道 株式会社ＷＮＫ 2450001010703 新ドローンによるスマート農業の拡大とインフラ点検参入の実現 北海道旭川市神楽岡一条５丁目３番６号 5,205,293 一般型 旭川信用金庫

94 R101110174 北海道 株式会社道南産機 7440001007811
新型プラズマ切断機の導入による生産プロセスのデジタル化、生産性向上を
通じた販路開拓

北海道北斗市久根別５丁目１０２番地３３ 10,000,000 一般型

95 R101110177 北海道 株式会社北海道フードプランニング 9450001012809 稚内特産品ネットショップのピッキングセンター拡張事業 北海道稚内市末広４丁目５－３ 7,500,000 一般型

96 R101110179 北海道 むらたファーム 包装機による効率化と近隣生産者との連携による販路拡大 北海道旭川市東旭川町下兵村１１１番地 9,066,666 一般型
一般財団法人旭川産業創造プラ
ザ
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