
都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

1 北海道 株式会社コムズファーム 根付野菜の展示販売に関する商品サービス開発事業 北洋銀行新発寒支店

2 北海道 丸辰商事株式会社 地域の高齢者と障がい児の福祉に貢献する総合福祉拠点の整備 小樽信用金庫

3 北海道 有限会社ランラン・ファーム
北海道十勝産長いもに特化した新しい青汁の開発と道内観光地等での
販売

北洋銀行帯広中央支店

4 北海道 有限会社大中山ふでむら 冷凍韃靼そばの開発と宅配を利用する「そば」生活プロジェクト 函館信用金庫ばんだい支店

5 北海道 ＥＭＢＲＡＣＥ（エンブレイス）
デザイン性の高い「ペット用救急箱」をはじめとするペット用セルフケア商
品開発事業

北洋銀行光星支店

6 北海道 有限会社宇賀浦編網工場 魚網の自動結束機を利用した仕立方法の確立 北洋銀行函館中央支店

7 北海道
株式会社クリエイティブネクスト
デザイン

放送機器における高性能ネットワークタイムディスプレイの開発 北洋銀行新さっぽろ支店

8 北海道 株式会社グライコテクニカ 鳥インフルエンザウィルス早期見極め用糖鎖アレイ製品開発事業 税理士法人アグス

9 北海道 有限会社ケプロン 北海道産ユリ根を主原料としたコロッケの企画開発
札幌商工会議所中小企業相談
所

10 北海道
株式会社ＢｏｎＢａｚａａｒわっかな
い

食用未利用魚「おおなご」の食材加工開拓と販売促進事業
公益財団法人北海道中小企業
総合支援センター

11 北海道 株式会社エルコム 発砲スチロールペレット燃料化装置（Ｅ－ＰＥＰ）プラントの開発 北海道銀行札幌駅北口支店

12 北海道 株式会社スリービー 学校給食摂取基準改正に対応するフィッシュハンバーグの開発 北洋銀行本店営業部

13 北海道 粋ラボラトリー カラダと地球に優しい「北海道産マクロビ食品」の開発・普及
札幌商工会議所中小企業相談
所

14 北海道 ＨａｎａｋｏＧａｒｄｅｎ 人工光栽培によるすずらんの通年開花・製品化事業
札幌商工会議所中小企業相談
所

15 北海道
有限会社ワイズファクトリー
コーポレーション

国内外ＬＣＣ誘客に伴う受入対応施設開設及びインフラ整備事業 北洋銀行本店営業部

16 北海道 北海道スコット株式会社 医療・福祉施設向け鍵付ペーパーホルダーの改良・販路開拓事業
公益財団法人北海道中小企業
総合支援センター

17 北海道 有限会社十勝スロウフード エゾシカ肉を利用した新しい加工食肉製品の開発 帯広信用金庫

18 北海道 株式会社ＨｉＳＣ 放送用機材の効率的な運用・管理の為のシステムアプライアンスの開発 留萌信用金庫札幌西支店

19 北海道 有限会社山下館 室温でも保存できる本格焼きプリン 北洋銀行野幌中央支店

20 北海道 株式会社ストーク 真空パネル暖房機『ＨＰＨ』電気式開発事業 北海道銀行札幌駅北口支店

21 北海道 アオキアグリシステム有限会社 後志（しりべし）産原料使用の菓子「後志ラスク」（仮）の開発事業 北海信用金庫倶知安支店

22 北海道 株式会社シェアデザイン
次世代ものづくりを推進する日本中の３Ｄプリンターの遊休時間とクリエ
イターのマッチング事業

北洋銀行東苗穂支店

23 北海道 日本動物特殊診断株式会社 牛呼吸器病症候群原因病原体の一斉検出サービスの開発 北洋銀行恵庭中央支店

24 北海道 株式会社Ｗｉｌｌ－Ｅ
仮穴穿孔機「Ｂｏｒｅｒ」のオーダーメイドヘッドユニットカバー製造サービス
の事業化

北洋銀行豊平支店

25 北海道
エヌビーツーリストサービス株
式会社

ロシア人の検診、人間ドック、治療など医療ツーリズム 北海道銀行札幌駅北口支店

26 北海道 有限会社マルマ松本商店 ホタテの規格外原料を活用したホタテフレークの開発・販売 北洋銀行紋別支店

27 北海道 株式会社北海道霊芝 機能性おやつ「霊芝飴」の開発 北洋銀行白石中央支店

28 北海道 株式会社やさしい森 北海道産素材を活かしたペット用「手作りごはんの素」の開発事業 北海道銀行豊岡支店

29 北海道 ピリカ株式会社
地産地消地加工による地域活性化事業～比布町のトマトを活用した商
品開発～

渡部　和義
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30 北海道 株式会社えぞキッチン
北海道内で一番人気の「麺屋菜々兵衛」ブランドを冠した常温流通商品
の展開事業

北洋銀行北二十四条支店

31 北海道 有限会社オオタカ建装 手摺棒取付け角度が自在な手摺固定金具の製造・販売 伊達信用金庫虻田支店

32 北海道 佐藤建具製作所／Sammys 特定地域の特定魚種の釣果が期待できるルアーを提供する。
札幌商工会議所中小企業相談
所

33 北海道 株式会社Ｃｒｏｉｒｅ 北海道の地域の作物を生かした石鹸の企画・開発 札幌信用金庫桑園支店

34 北海道 有限会社イオシス クリエイター・ネットタレントを活用した０２０型ニッチコンテンツ提供事業 北洋銀行豊平支店

35 北海道 三和サービス株式会社 農業分野の低コストや作業性ニーズに応える散水ロボットの開発 北海道銀行豊平支店

36 北海道 伊藤千織デザイン事務所 光触媒による空気清浄機能を持つペーパークラフト商品の開発事業
公益財団法人北海道中小企業
総合支援センター

37 北海道 有限会社クリーンライン丸高 本郷商店街アンテナショップ＆コワーキングスペース開設事業 札幌信用金庫南郷支店

38 北海道 株式会社美幌石材 永久磁石による給水管及び温水管内の赤錆劣化防止装置の商品開発 平野陽子

39 北海道 株式会社岡本農園 婦人向けギフト市場を想定した「無色透明トマトジュース」の開発
公益社団法人北海道中小企業
総合支援センター

40 北海道 菅野養蜂場 日本初のシナの蜂蜜による蜂蜜酒「ミード」の開発・販売事業 北見信用金庫

41 北海道 株式会社シンプルウェイ マイクロフイルム修復サービス事業 北洋銀行美原支店

42 北海道 有限会社サンユー農産 出色の栄養価と安全性を兼ね備えた濃厚な無農薬野菜ジュースの開発 北海道銀行琴似支店

43 北海道 ｎｅｅｔｈ株式会社
規格外野菜を活用した、野菜加工品・飲料及び備蓄商品の開発と販売
事業

遠藤税務会計事務所

44 北海道 東香産業株式会社 北海道産食材を活用したイタリアン・ファーストフードの開発
税理士法人ベンチャーパート
ナーズ総合会計事務所

45 北海道 株式会社ライス・ハートフーズ 函館産がごめ昆布及び道南たまふくら大豆販売拡大計画 北洋銀行七重浜支店

46 北海道
有限会社デジタルプランニング
ワークコア

防炎紙・防炎パネルの開発・製造・販売及び当該商品の製造システムの
開発

小樽信用金庫本店

47 北海道 株式会社セピア
北海道名寄市産のひまわり油を活用したクレンジングとヘアオイルの開
発及び販路開拓

公益財団法人北海道中小企業
総合支援センター

48 北海道 株式会社北海光電子
高速化した仕事関数測定装置の開発－有機ＥＬ等の開発ツールとして
－

北洋銀行麻生支店

49 北海道 株式会社リープス バレイショ専用粘土吸着型ミネラル肥料の開発 北洋銀行北七条支店

50 北海道 株式会社スマートサポート 新型弾性材（Ｓ－ＦＲＰ）を用いた軽労化スーツの開発 北洋銀行北七条支店

51 北海道
株式会社バイオマスソリュー
ションズ

市場には無い新たな北海道産の安心安全な有機肥料の販路開拓 北海道銀行中標津支店

52 北海道 十勝うらほろ高橋農園
婦人科系の悩みを持つ現代女性を対象としたボトル入り機能性飲料の
製品開発事業

北海道銀行帯広支店

53 北海道 田嶌電業
特定電気用品：ＰＳＥ申請による電気スイッチ製造業および販売業の開
始

渡部和義

54 北海道 株式会社トラストフォース
北海道の飲食店や小売店向けに外国人観光客集客用アプリにて北海道
観光産業の振興を行う事業

北海道銀行ビジネスローンプラ
ザ

55 北海道 株式会社Savon de Siesta
地域資源を活用したお土産用およびホテルアメニティ用に適した携帯用
紙石鹸の製品開発

北洋銀行北七条支店

56 北海道
合同会社のこたべ（LLCのこた
べ）

子どもの食育と環境をテーマにした、北海道産木材使用による子ども割
りばし

公益財団法人北海道中小企業
総合支援センター

57 北海道 株式会社GEL-Design 天然原料を用いた肌・環境に優しい洗濯糊硬め仕上げ助剤の開発 北洋銀行北七条支店

58 北海道 有限会社ソナタ
軽量化・ユニット化した置座敷「界」(トドマツを使ったユニットパネル)の開
発

公益財団法人北海道中小企業
総合支援センター
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59 北海道 株式会社食の科学舎 原料残渣が生じない、新規まるごとピューレハスカップの試作開発 北海道銀行札幌駅北口支店

60 北海道
株式会社Hokuto Foods
Corporation

北海道の規格外食材を使用した、『道産いたりあん』製品の開発及び商
品化事業

公益財団法人 北海道中小企
業総合支援センター

61 北海道 オフィス上山株式会社 Web Cinema 北洋銀行本店営業部

62 北海道 カラーズ合同会社 ソーシャルペット霊園　葬儀、移動火葬車両、市内個別納骨堂、樹木葬 税理士法人朝賀事務所

63 北海道 株式会社シーピーエス
北海道産ポップコーンの電子レンジ対応袋による小売パッケージ開発事
業

北洋銀行北七条支店

64 北海道 株式会社ファウンド
既存不動産のリノベーションによるサイクルコレクティブハウス提供サー
ビス事業

北海道銀行札幌駅前支店
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