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株式会社VERSION2 011-252-0120eラーニングシステムGlexaの開発・運用、
教育および研究に関するコンサルティングなど

株式会社バーナードソフト 011-776-6738
AIによる音監視システム「エスカレイド」、ネットワーク
監視システム「テグノス」の開発・販売・運用支援

フレックスエヌティ有限会社 011-640-7307施設用省エネ照明【無電極照明“EcoLoop”
（エコループ）】の販売

三菱日立パワーシステムズ
株式会社 岩内工場 0135-61-2109火力発電所向け制御装置用基板(社内向け)

及び社外のお客様から受託した基板の製造

北海道電子工業株式会社 0124-22-3131バーコードスキャナの製造・サービス

ユニカーボン株式会社 011-786-8001融雪関連製品の総合製造メーカー、戸建住宅
から冷凍倉庫まで発熱線の製造・販売

北洋銀行ものづくりテクノフェア2019　出展一覧

分野別出展者

食品加工機械

環境・エネルギー

金属・機械・自動車

電気・電子

旭川機械工業株式会社 0166-48-7261一般産業機械製造。３Ｄターニングマシン（ＣＮＣ
木工旋盤）。トル皮ネード（農産物自動皮むき機）。

旭川計量機株式会社 0166-48-3515
天秤からトラックスケール、自動計量機まで
計量機の販売・検査・修理

株式会社ASCe 011-826-5960自動車部品・電子部品・食品加工工場の自動化や
省力化機械の、設計・製作・販売を行っている。

株式会社エフ・イー 0166-36-4501根菜類を中心とした野菜の洗浄機・選別機
の製造・販売

株式会社コンテック 011-875-5522計量から箱詰めまでトータルラインの
設計・製造・販売

株式会社ニッコー 0154-52-7101食品・水産・食肉・農産・鮮度保持の各分野の
省人省力化機械設備の企画・開発・製造・販売

有限会社ユウアイ 0158-46-2550充填ライン、成形機の輸入設置メンテナンス、
サニタリー溶接、修理、改造、資材の提案

シンセメック株式会社 0133-75-6600オーダーメイドの生産用機械製作、食品加工
機械の製作、精密機械部品の受託加工

榊原工業株式会社 0133-64-0100粉体機械装置設計・製造・設置、粉を扱う機械・工場へ
の改善提案、集塵等環境対策、溶接・製缶、大物製作

株式会社アクト 0155-20-4510農業施設の設計・施工、排水処理、堆肥処理、車両消毒、
蹄病・家畜伝染病対策、除菌、除塵、消臭、冷房、加湿

ARIGAグループ
（有我工業所・アリガプランニング） 011-533-2500地中熱利用の冷暖房・融雪システムの設計施工、給排

水衛生設備、地質調査、温泉・井戸掘削、ZEB推進他

イーズエンジニアリング
株式会社　 011-886-4036一般空調設備ならびにハウス栽培用ヒートポンプ空調

の設計・販売・施工。メンテナンスおよびリニューアル

株式会社アールアンドイー 0143-80-2233未利用・再生可能エネルギーの有効活用
技術開発及び廃棄物処理関連事業

株式会社エコロジーシステム 0133-64-9666油含有土壌バイオ浄化施設運営、プラス
チックリサイクル、産業廃棄物収集運搬全般

株式会社エムシーワールド 0123-29-5429・液体ガラス・遮熱材・超耐久シート・スチームトラップ
などエコや省エネ商品の販売、施工を行っています。

株式会社カイトー商会 0154-52-7133省エネルギー住宅設計、施工、特許工法ライセンス
事業、太陽光発電システム設計、施工 他

株式会社カズノ 011-783-3466東日本大震災・熊本地震からも安全性を証明
したスーパージオの北海道特約代理店です。

カワテックス株式会社　 0125-56-2220
各種タンクの設計・製作・設置・メンテナンス　
各種プラントの設計・製作　鋼構造物の設計・製作

有限会社グッドマン/
株式会社日浦 011-864-0177グッドマン換気口の総発売元　結露で

困った戸建住宅、店舗、施設などに提案

札幌日置株式会社 011-736-8255各種高性能断熱材や空調・暖房・冷房などの配管設備
資材を販売・設計施工を行い、省エネルギー化を提案

株式会社大興商事 011-231-2288保護具・電動、測定、作業工具・メカトロ・工場資材・
物流搬送機器・各種製作加工品・機械工具総合商社

玉井化成株式会社 0134-62-1100温度管理ソリューションを提供する
一貫製造会社です

バイオマスリサーチ株式会社 0155-26-0585地域の家畜ふん尿や廃棄物などのバイオマスを
調査、新エネルギーや新たな産業を提案します。

ピーエス株式会社 
北海道支店 011-372-7605産業用加湿器、除湿機、放射冷暖房システム

の開発・製造・販売

株式会社ヒルコ 011-871-5511屋根融雪システムをはじめ、融雪機やロードヒーティング
等、多様なサービスを提供する融雪総合メーカーです

株式会社古垣建設 0135-23-9923建設機械アタッチメント-骨材製造機、小割圧砕機、
ハンマーナイフモア除草機、振動転圧バケット

株式会社フレイン・エナジー 011-213-8640国内外の水素インフラ、水素活用モデルを
提案・実施しています。

株式会社プレスボード 0133-72-7888外張断熱複合パネル　アイプラスウォール

株式会社
北商コーポレーション 011-251-9251ＪＸＴＧ特約店。石油製品の販売。

株式会社北土開発 0155-62-3121建設業を基軸とし、農業・リサイクル・環境
衛生分野など幅広く事業展開をしています。

株式会社ヤブシタ 011-624-0023室外機専用防雪フードの製作、販売を
全国展開しております

北海道オリンピア
株式会社 011-786-9292業務用空調設備機器の販売施工・メンテナンス、太陽光

発電と蓄電池の販売施工、建物の赤外線建物診断

寿産業株式会社 0134-62-0123            様 な々粒子径の抗菌粉末が製造可能です。紙・
繊維・樹脂製品・建材・機器等に抗菌付与できます。

オーエスマシナリー株式会社 0134-62-5252
各業界向け省力化機械の新規開発、各種
金型の設計製作

株式会社FJコンポジット 0123-29-7034異種材料の複合化・開発・部品製作・販売

株式会社酒井機材製作所 0133-73-8141電気通信インフラ向け基礎部材の設計・
製作・販売・施工

世良鉄工株式会社 0166-84-3111
住宅における床下を支える鋼製梁を製造し、お客様に
安心いただける品質管理体制を維持しております。

株式会社タカシマ 
札幌営業所 011-721-8820各種ねじ類　緩み止め製品 表面処理製品　

金属加工部品の取扱い

株式会社道央メタル 0126-62-6921非鉄を含む鋼材のプレス、精密板金、機械加工、
溶接、塗装と一貫した金属加工に対応いたします。

株式会社トリパス 011-881-5211農業機械、工業機械、水産業機械、半導体装置架台
などの製作。新事業として、アウトドア製品の開発と販売。

有限会社
鍋浦のこ目立センター 0134-61-2236

バンドソー、製材用帯鋸（大・中・小サイズ）、木工用
細帯鋸（曲線挽用）、非材木用（各種）、ナイフバンド

株式会社北海砥石商会 011-822-4584「切る・削る・磨く」の加工技術を中心に、砥石、
研磨材、切削工具及び関連商品の販売

東北海道いすゞ 自動車
株式会社 0155-58-1211農作業の省力化に役立つ、各種センサーやマイコン

などを使った自動制御装置の開発を行っています。

株式会社アクトシステムズ 042-370-7270デジタル制御システム電源、インバータ、コンバータ
等各種カスタム電源の総合エンジニアリング

株式会社エルムデータ 011-898-7077エレクトロニクス製品・システムの企画・開発・設計・
製造・アフターサービスまで一貫した対応をいたします

株式会社スマット 011-824-7808計測、監視分野でモバイル通信機器を
組込んだ製品と遠隔監視システムの提供

株式会社電気工事西川組 0144-72-7917電気設備工事(建物、照明の工事)電気保安管理業務
(自家用電気工作物の管理・点検)工業用水の運転管理

株式会社電制 011-380-2101社会インフラに係る各種制御機器の設計・製造の他、
福祉・健康分野における当社オリジナル製品の設計・開発

011-743-1707

011-219-2230

IT・ソフトウェア

FPTジャパンホールディングス
株式会社 札幌事業所    011-223-1266ソフトウェア開発、アウトソーシング、

エンジニア派遣

株式会社アイ・ティ・エス

株式会社アドウイック     

株式会社内田洋行
ITソリューションズ 011-325-5515当社の強みは、食品業界への長年の実績と、お客様

サポートを通して培われた業務ノウハウのご提供です。

水中ドローンを使用した調査業務から機器販売まで実施。
他、建設の点検業務、情報配信サービス、教育事業等

お客様の立場に立って、コンサルティングから
システム構築・運用・保守まで対応致します。

株式会社HBA 011-231-8301総合的なＩＴソリューションの提供でお客様が抱える
さまざまな課題を解決し業務効率化を支援します。

株式会社グローバル・
コミュニケーションズ     0138-34-5566システム開発や人材育成に係るサービスをメイン

に幅広い種類のサービス・製品を提供します。

株式会社サンクレエ 011-611-6364
現状業務診断から業務改善、AI/Iotを経営に
生かしたいとお考えの皆様、是非お立ち寄り下さい。

システムデザイン開発
株式会社 011-281-6770受託システム開発、自社運営クラウドサービス、自社

運営BPOサービス、システムコンサルティング他

日測技研株式会社 011-561-7651
水中計測、航空写真測量、河川・ダム深浅
測量、基準点測量、用地測量他    

株式会社
ネイビーズ・クリエイション      011-207-7678

高精度３Dレーザースキャナ・ドローン計測、
空撮、３次元データ取得・加工・編集

株式会社ノースマート 0133-62-9121商品開発・企画・システム・デザインを自社一貫で
行いスピーディ、高品質、低コストを実現しています。

食品加工機械
環境・エネルギー
金属・機械・自動車
電気・電子
IT・ソフトウェア
その他製造

14
22
6
51
14
225

新産業支援
産学官金連携
相談コーナー
地域交流
産業交流（道外）
　　　　合　計

9
26
10
9
38
26

分　　野 分　　野出展者数（社・団体） 出展者数（社・団体）

ものづくり人材育成の取り組み

商談会の概要

○道内ものづくり企業や大学、支援機関
等が一堂に集合する、東日本最大級
のものづくり商談会です。

　・主催者（北洋銀行）が事前に参加企業の
ニーズを把握し、商談相手、時間を調整。

　・商談当日は商談専用ブースを設置し、有効
かつ効果的な商談が可能。

北洋銀行

北洋銀行

○事前に商談アポイントを調整！！

○商談当日

○商談後

出展者
●商談状況の把握
●新たな商談先
　（商品）の紹介

商談相手

商　談　成　立

出展者
売りたい商品 商談相手買いたい商品

●商談状況の把握
●新たな商談先
　（商品）の紹介

マッチング調整

紹介紹介

●商談専用ブースを設置
●事前決定した商談相手と商談

●1商談あたり25分を確保
●1社最大10回の商談可能

商談成立

学生
・このテクノフェアを高校1年の時から参加したかったです。
・どの企業も独自のビジネスモデルを持っていて、しかも北海道
の企業であるところがすごいと思った。
・色々な企業を見学でき、道内にも就職できる企業はたくさん
あることが分かり、貴重な体験となった。
・さまざまな企業があり、色々な話を聞けて良かった。他にも調
べてどんな企業があるのか見てみたくなった。
・実際にその製品にふれたり、作り方を知ることで自分が将来
どのような仕事に就きたいかなどの将来の選択肢が広がっ
たと思う

●アンケート結果（感想）

■工業系学生等の見学招待 

■道庁によるミニセミナー

・旭川工業高等専門学校　・北海道科学大学高等学校
・札幌琴似工業高等学校　・北海道科学大学
・北海道情報大学　

・旭川工業高等専門学校　　・函館工業高等専門学校
■道内高専によるロボット展示  

商談相手

商談相手


