
No 受付番号 商号又は名称 事業計画名 採択種類 認定支援機関名

1 R101120002 中村農場 労力が掛り生産者から敬遠される食用馬鈴薯メークインの増産計画 通常枠 帯広信用金庫

2 R101120005 有限会社門別清掃社 現場における作業効率および能力向上のための機材導入計画 通常枠

3 R101120006 アルナチュリア株式会社 道産小麦の小売から健康志向に応える新鮮な全粒粉製造への挑戦 通常枠 株式会社　北海道共創パートナーズ

4 R101120007 発寒中央歯科クリニック デジタル機器導入による革新性の高い歯科医療サービス体制の構築 通常枠 野竿　健悟

5 R101120008 有限会社大村純司商店 最新畳製作機械の導入による新製品の商品化と生産性の向上 通常枠

6 R101120009 木幡農場 スマート農業の実現より国内食料自給率の向上に貢献する 通常枠 帯広信用金庫

7 R101120010 株式会社十勝家畜人工授精所 ストロー印刷機の導入による業務効率化・生産性向上 通常枠 帯広信用金庫

8 R101120011 株式会社松原特殊農機 ファイバレーザ加工機導入による生産性向上・食品選別機参入事業 通常枠 北村　耕司

9 R101120012 有限会社新生農場 スプレイヤー導入による農作物育成・管理作業のスマート農業化の実現 通常枠 帯広信用金庫

10 R101120013 白石農場 けん引スプレイヤー導入で畑作・肉牛混合経営ならではの循環型農業を促進する。 通常枠 帯広信用金庫

11 R101120015 高野牧場 自動哺乳ロボット導入による哺乳作業の自動ライン化 通常枠 帯広信用金庫

12 R101120017 有限会社丸中中里商店 デジタルトラックスケール導入による生産性向上と新規顧客開拓 通常枠 株式会社　北海道共創パートナーズ

13 R101120018 株式会社マルイ ロボットパテライザ導入による生産性の向上及び省エネ実現事業 通常枠 株式会社　北海道共創パートナーズ

14 R101120019 有限会社平山設備 最新型パイプ分岐加工装置導入による低コスト短納期化で事業拡大 通常枠 堀川　昌章

15 R101120020 有限会社福田農場 最新型梱包機の導入による生産性向上への取り組み 通常枠 帯広信用金庫

16 R101120021 深川グリーン歯科医院 治療の選択肢の幅を広げるための画像診断力向上と業務生産性向上 通常枠 アルタス・パートナーズ合同会社

17 R101120022 藤内農場 大豆専用コンバイン導入による適期収穫で生産効率と品質の向上 通常枠 帯広信用金庫

18 R101120023 株式会社北島土建 最先端ＩＣＴ機能搭載の油圧ショベル導入による作業効率向上 通常枠 株式会社北海道銀行

19 R101120024 有働牧場 １頭当たり乳量の更なる向上を目指し、市況変化に耐えうる経営環境を築く 通常枠 帯広信用金庫

20 R101120025 日重建設株式会社 最新型ＩＣＴブルドーザーコマツＤ６１ＰＸＩ－２４型導入による施工の生産性向上 デジタル枠 株式会社北海道銀行

21 R101120026 株式会社三浦商店 ＥＣサイト連動型在庫管理システムによる効率化と利益率の改善 通常枠

22 R101120027 株式会社杢匠 加工技術の高度化と効率化、複雑な寺社工事の対応で新規顧客開拓 通常枠 株式会社シャイン総研

23 R101120028 有限会社坂本空調 切断加工の効率化が生む、未来へ向けたマイナー業種のメジャー化 通常枠 帯広信用金庫

24 R101120030 有限会社すがの商店 菓子製造プロセスの改善による生産性向上事業 通常枠 網走信用金庫

25 R101120031 株式会社小田嶋農場 長芋輸出拡大を捉えた技術革新による増産計画 通常枠 帯広信用金庫

26 R101120032 株式会社大野きのこファーム 燃料自動投入システム導入による生産性及び品質向上を目指す事業 グリーン枠 株式会社　北海道共創パートナーズ
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27 R101120034 株式会社アグリダイレクト 自社向け輸入タスク管理システム導入による輸入業務のデジタル化 デジタル枠 株式会社北海道銀行

28 R101120035 株式会社ｎｏｒｔｈｃｌｏｖｅｒ 機械導入で下請け課題を解決し、札幌の大規模都市開発に「木工」から貢献！ 通常枠 株式会社シャイン総研

29 R101120036 株式会社エヌ・エヌ・ワイ 良い牛を育て、良い牛乳を提供するためのセミドライフォグ導入 通常枠 帯広信用金庫

30 R101120037 有限会社和田農園 環境配慮による長芋の種植えとＩＣＴ活用による品質向上 通常枠 帯広信用金庫

31 R101120038 株式会社高橋牧場 牛の変化を見逃すな！ＩＣＴデバイスを活用した新しい飼養管理。 通常枠 帯広信用金庫

32 R101120039 桶作畳店 新製造ラインの構築で畳製造を高速化　洋間にマッチする機能性薄畳を新たに開発 通常枠 株式会社シャイン総研

33 R101120043 有限会社カネコ小松鋼業 ＩＣＴプレス機によるＤＸ化、生産性・安全性の向上、雇用の促進 デジタル枠 安達　隆久

34 R101120044 株式会社ブロスティー アートロックフリーザー等導入による生産性向上及び品質向上を目指す事業 通常枠 株式会社　北海道共創パートナーズ

35 R101120045 岩城農場 拘りの小豆生産に注力する為に必要な営農工程の改善 通常枠 帯広信用金庫

36 R101120046 農業 豆類収穫工程における飛躍的な改善 通常枠 帯広信用金庫

37 R101120047 いとう歯科医院 １２歳以下を対象とした、乳歯から混合歯列期の咬合誘導事業 通常枠

38 R101120049 白木建設工業株式会社 後志管内の工事効率を劇的に改善！３次元データを活用した図面製造内製化事業！ デジタル枠 株式会社　北海道共創パートナーズ

39 R101120050 株式会社矢代工業 金属切断技術獲得による小水力発電設備用金属部品の製造 通常枠 株式会社ゼロプラス

40 R101120052 株式会社末広ボデー 水性塗料による塗装時の乾燥時間短縮による塗装品質向上計画 通常枠 株式会社エフアンドエム

41 R101120056 デンタルクラフト・Ｎ 旭川市で初の高度なチタン鋳造・加工設備導入による生産性の向上 通常枠

42 R101120058 八軒みらい歯科 ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを活用した１日治療の実現 デジタル枠 楠木　一央

43 R101120059 くりやま歯科クリニック 根管治療や歯周病治療等の高度化とインプラント治療の安全性向上 通常枠

44 R101120063 福住デンタルオフィス アライナー矯正治療への対応と診療スペースの拡充による売上拡大 通常枠

45 R101120064 細川歯科医院 口腔内スキャナを活用した訪問歯科診療の提供と自由診療患者の獲得 通常枠

46 R101120065 長澤省吾 地域農業を支える！６畦真空播種機導入による大豆栽培の高効率化 通常枠 佐藤　潤一

47 R101120066 株式会社海好 ３Ｄフリーザーを使用した高品質冷凍ホタテの製造 通常枠

48 R101120067 渡邊農場 新型スプレーヤー導入による農業の生産性向上と持続性の両立 通常枠 帯広信用金庫

49 R101120069 有限会社新村牧場 『遺伝子組換え飼料』を使わない為の良質な土壌づくり 通常枠 帯広信用金庫

50 R101120071 小笠原勝利 農地のポテンシャルを最大限にの導入 通常枠 帯広信用金庫

51 R101120073 早瀬農場 馬鈴薯選別ラインの導入による飛躍的な作業能率の向上 通常枠 帯広信用金庫

52 R101120074 株式会社ＯｆｆｉｃｅＫ２ 独創性の有る商品開発及び高品質な仏壇文化の継承と刷新を行う。 通常枠 一般財団法人旭川産業創造プラザ

53 R101120076 株式会社北見車輌部品センター 新車の早期納車と危害要因解消へ！新型リフト導入による作業効率向上 通常枠 北見信用金庫

54 R101120077 インターステラテクノロジズ株式会社 三次元計測機導入によるロケットの品質保証体制構築 通常枠 帯広信用金庫

55 R101120079 有限会社久保商会 解体市場成長に備えた最新金属マテハン機導入による生産性向上 通常枠
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56 R101120080 株式会社十勝ふじや牧場 農薬散布用ドローン導入によるスマート農業の実践 通常枠

57 R101120081 太田農場 馬鈴薯の未来を守る！種芋新規耕作に向けた最新スプレーヤー導入 通常枠 帯広信用金庫

58 R101120082 ダブルブイ株式会社 動物病院向け新システム開発による生産性向上と経営多角化の実現
回復型賃上
げ・雇用拡大

補助金活用支援会合同会社

59 R101120083 佐藤農園 健全な種子の安定供給のためスマート農業による防除作業効率化 通常枠

60 R101120084 有限会社北土重建 ＩＣＴ施工×高精度・高性能重機導入による飛躍的な生産性向上事業 通常枠 空知信用金庫

61 R101120086 株式会社プリントハウス 集客と売上をデジタルで支援、環境配慮型の製造へ転換 通常枠

62 R101120089 オートボディー斎藤 ４段クレーン導入による、ロードサービス品質の向上 通常枠 空知信用金庫

63 R101120090 アルファ　クラフト 鋼材切断の機械化による作業効率アップと生産性向上、新規受注の獲得へ！ 通常枠 北見信用金庫

64 R101120091 野口興業 新ハーベスタ導入による木材生産の効率化 通常枠 帯広信用金庫

65 R101120096 株式会社まるたか 本格蕎麦店の味を家本物志向の本物志向の冷凍製品の開発と販売 通常枠

66 R101120097 大椋牧場 スマート農業で生乳量増加～ＩＴ技術活用し、生産性向上を目指す～ 通常枠 帯広信用金庫

67 R101120098 北海道ニプロ株式会社 薄板ハイテン材の精密曲げ加工技術確立による新製品製造体制の構築 通常枠 牛腸　真司

68 R101120099 有限会社丸仁 当社の優位の源泉である「コマイ加工商品」の通年量産化の実現 通常枠 網野　征樹

69 R101120101 北見鈴木製菓株式会社 菓子製造における受発注システムのＤＸ化と生産設備導入
回復型賃上
げ・雇用拡大

70 R101120102 小山農場 オーダーメイド型の立ち植え式長いもプランター導入による長いも生産性向上計画 通常枠 帯広信用金庫

71 R101120105 田本農場 小麦の品質を守る乾燥ラインの再構築 通常枠 帯広信用金庫

72 R101120111 株式会社篠田興業 新型レーザーさび取り機の導入による表面処理工程の刷新と販路開拓 デジタル枠

73 R101120112 Ｋエナジー株式会社 ＳＤＧｓな森林活用、作業の効率化で経営体制の更なる強化 通常枠

74 R101120117 株式会社ＲＥＡＬＩＺＥ８３ 嗜好性・安全性の高い燻製ベーコン等の開発と機械化による生産能力の向上 通常枠

75 R101120118 株式会社ノースデンタルコネクト ＤＸ活用による歯科技工の効率化と教育推進事業 通常枠 株式会社リアルコンテンツジャパン

76 R101120119 建基コンサルタント株式会社 レーザースキャナー搭載ドローン導入による測量技術の高度化と生産性向上事業 デジタル枠 株式会社　北海道共創パートナーズ

77 R101120122 串田牧場 粗飼料生産の作業効率化及び品質向上による生乳生産拡大を図る
回復型賃上
げ・雇用拡大

帯広信用金庫

78 R101120123 株式会社一直線道 地域未着型除雪サービス事業の立ち上げ 通常枠

79 R101120125 株式会社まつやコンサルタンツ 海中 通常枠 釧路信用金庫

80 R101120126 マルイ包裝株式会社 厚肉樹脂シートに対する新たな高精度・低コスト真空・圧空成形技術の確立 グリーン枠 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

81 R101120127 株式会社毛利印刷 製版・印刷工程の生産効率向上と新製品の企画・提案力向上 通常枠

82 R101120131 有限会社ダイシン印刷 廃棄物から作った紙など環境にやさしい素材による印刷事業の開発 グリーン枠 株式会社コムラッドファームジャパン


