
5 6

企業・団体名 事業内容 Tel

企業・団体名 事業内容 Tel

企業・団体名 研究技術・出展内容 Tel

企業・団体名 研究技術・出展内容 Tel

企業・団体名 事業内容 Tel

企業・団体名 事業内容 Tel

企業・団体名 出展内容 Tel

企業・団体名 事業内容 Tel

企業・団体名 事業内容 Tel

企業・団体名 事業内容 Tel

企業・団体名 事業内容 Tel
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011-221-3375航空機産業への参入に向けた会員企業の取り
組みを、パネルや動画などで紹介いたします。

北海道航空ビジネス検討会 
事務局：一般社団法人 
北海道機械工業会

0134-62-3716各種バネ、スパイラル、アンカー、
融雪制御用センサなどの製造・販売北海バネ株式会社 

011-736-3311阪神淡路大震災から北海道内の官公庁から企業
まで防災用品をご提案する防災に特化した商社です株式会社ムラカミ 

011-374-7118機能性関与成分（プロテオグリカン・Ⅱ型コラーゲン）
の製造販売／プロテオグリカンの定量分析株式会社リナイス

011-377-5766金属製品のトータルプロデュース、一貫生産体制を
推進しQCD(品質、コスト、納期)の向上を実現している株式会社ワールド山内   

011-633-1101大型ビニールハウス（倉庫・工場・畜舎・多目的）・
敷板（プリモボード）・農薬散布エンジンドローン株式会社YSE

011-766-5555業務用（酪農機器、食品機器、飲食店、宿泊
施設他）洗浄剤、殺菌剤等の製造・販売

株式会社
ワコーバイオケミカル

011-633-8120建築製作金物（ステンレス・アルミニウム・スチール・
ＺＡＭ鋼板）及び金属加工製品の設計・製作・施工ワコー北成メタル株式会社

011-251-4566アシストスーツウェアの企画開発、製造、販売。
労働環境コンサルタントサービス

北海道ポラコン株式会社／
R-e株式会社

国立研究開発法人 
産業技術総合研究所 
北海道センター

011-857-8406農業に利活用可能な産総研の技術、産総研の
農工連携への取り組み事例などをご紹介します。

独立行政法人 
中小企業基盤整備機構 
北海道本部

011-210-7471優れた技術・製品を有する中小企業と大手企業・海外
企業とのビジネスマッチングを中小機構がお手伝いします

0154-51-4597水道事業・水環境事業、健康関連事業を
主体とした、自社研究開発を実施

フィールド・クラブ株式会社

株式会社富士計器   

011-824-0111JIS認証PHC節杭の製造および各種国土交通
大臣認定工法による基礎杭の技術提案と施工株式会社北雄産業

050-3592-1534・医療福祉分野の器具・ICTの開発を産官学で支援　
・会員の多種多様な技術を活かした製品開発

北海道医療福祉産業研究会/
飛栄建設株式会社

011-370-3400屋外広告物、造形物、店舗施設などの内外装、
福祉用具、電気自動車のデザイン、製作、施工、管理

産学官金連携

03-6379-4047

0138-35-3313

IT・ソフトウェア その他製造

011-200-9062理想科学工業はペーパーコミュニケーション分野に
おいて独自の製品サービスを提供する開発型企業です。

ものづくり企業176社による強靭な連携で
地域産業の活性化

ネットワーク開発技術を中心としてAI、
ODMビジネスを推進しています

011-207-6550IoT向け組み込みプラットフォーム（ハードウェア、
ソフトウェア）の企画・設計・開発・製造・販売

011-211-0795組込み電子機器（ハードウェア・ソフトウェア）
の企画・設計開発・製造・販売

0138-47-7604放送機器の製造・販売、ハードウェア設計、
ソフトウェア設計

011-272-6380IoTに必要な電子機器回路設計・製作と可視化
ソフトウェア設計・開発を企画からご提案しています。

011-621-2500コンテンツ制作、システム開発からイベント
まで、デジタルとリアルの総合的サービス 

011-623-8588タミヤロボットスクール運営・ミニ四駆大会
企画運営・イベント企画、制作・コンテンツ事業    

株式会社ハイテックシステム 0123-32-8141
電気・電子・機械・ICTの技術を用いてシステム
全体の設計から製作、施工までを手掛けています。

0155-24-3327『i-Construction』・『公共測量』に対応した
三次元計測を最新技術で提供しています。

011-807-3011業務改革の勘所を捉えたITツールの選定と効果的
かつ最大限に活用する方法をご提案いたします。    

・クラウドアプリの企画・開発・販売・導入支援
・重量機械や業務用冷蔵ショーケースの搬入・搬出 011-783-2121

有限会社平井測研

北海道オフィス・システム
株式会社

北海道共伸特機株式会社

北海道 日立グループ 

株式会社マイクロフィッシュ

株式会社メディア・マジック   

理想科学工業株式会社 
北海道営業部

株式会社
ユニット・プロモーション

EMS-JPグループ

株式会社iD　

株式会社アットマークテクノ　

アドバリーシステム
株式会社　

株式会社エクスプローラ　

恵比寿システム株式会社

011-769-9480機構設計、機械設計、試作品製作全般、
リバースエンジニアリング(3Dスキャナ)

011-613-2026ハードウェア開発、プリント基板設計(EMCチェック・
電磁界/伝送線路解析)～基板製造・実装・調達など

株式会社コスモ設計

株式会社近藤電子工業 
札幌営業所

011-756-4080カーネル移植、デバイスドライバを初め
ソフトウェア開発（Linux, Win）

011-598-1800ITシステム開発、IT基盤構築、港営業務
システム「あまつみ」の開発・販売・保守

株式会社
サムシングプレシャス

有限会社サンビットシステム     

045-478-0118カスタムLSIおよびカスタムモジュールの
受託開発（少量からでも大歓迎）

0166-73-8309CAE受託解析サービス（構造・熱流体・
振動・生体）

シリコンアーティスト
テクノロジー株式会社

株式会社ストラク・ラボ

011-206-8558組込み機器（M2M、IoT機器）の設計開発、
量産株式会社ディーディーエル

011-370-5661電子機器設計・開発・製造全般（ハードウェア
開発、ファームウェア開発、FPGA設計）

011-742-3716企業や工場、医療機関、行政のセキュリティ
と災害対策をサポートする専門商社

ヒコラボラトリ

株式会社フィット

011-738-7700システム・ネットワーク・セキュリティの企画・設計・
構築、運用管理・保守までを一括してサポートユーザーサイド株式会社

011-757-2800図面の３D化による設計シミュレーション、疑似体験
によるトレーニングシミュレーション、観光PRなど

011-221-3131情報・通信・社会・産業・電子装置・オートモティブ・生活・
エコシステム、建設機械、高機能材料等のご提供

その他製造

株式会社太田精器 0125-65-2759LEDの開発・部品組み立て加工・
機械部品精密加工

岡谷鋼機北海道株式会社 0144-56-3006「人と技術を結ぶ最適調達パートナー」として、
工作機械、産業機器等の販売

株式会社計温 0138-84-8430温度センサー、ヒーター製造・販売及び
遠心撹拌体の販売

光源舎オートプロダクツ
株式会社 011-375-3000ＦＲＰ製品開発、製造、販売、幼児送迎用車両

開発、製造、販売、各種デザイン立案と提案
株式会社白石ゴム製作所/
トライ・ユー株式会社 011-872-3771阻止柵開発、農業散布機・玄関防滑マット等

製作、ベルトエンドレス・遮水シート工事他

株式会社ソシヤ 011-513-1052ガラスコーティング剤の施工、販売

滝澤ベニヤ株式会社   0124-27-3111特殊合板の製造販売（木口断面の
美しい合板）

株式会社タマテック   011-694-0222各種素材の打ち抜き加工、プラスチック
製品の設計及び成形加工全般

株式会社ノーザン 0166-36-0880オリジナル商品の開発、製造、販売
（販促品、店舗サイン、店舗什器、装飾POP）

ヒグマ乾燥機株式会社 0166-76-9026木質バイオマスボイラ温風発生装置製造、
木材乾燥機製造・販売・メンテナンス

旭川工業高等専門学校 

0157-26-9153北見工業大学が防災・減災に向け取り組んでいる
地盤や豪雨災害に対する研究について紹介します。

0138-59-6317

0144-67-8901

産学官金連携

国立大学法人 
小樽商科大学 0134-27-5290文理融合型ビジネス開発プラットフォーム、ビジネス

サポート・経営人材育成・学生による事業展開事例の紹介

独立行政法人
国立高等専門学校機構 

独立行政法人
国立高等専門学校機構 

独立行政法人
国立高等専門学校機構 

独立行政法人
国立高等専門学校機構 

函館工業高等専門学校 

苫小牧工業高等専門学校

釧路工業高等専門学校 
0154-57-7216

北海道内４高専の教育・研究内容を
パネル等で紹介しています。
それ以外の技術相談等もお気軽にどうぞ！

0166-55-8129

公立千歳科学技術大学 0123-27-6044透明ポリマー材料の高性能化技術／ポリマーの光物
性値予測システム／植物繊維から作られる透明な紙

国立大学法人 
北見工業大学

0138-34-6549補助事業　『北海道AI・IoTオープンイノベー
ション・プラットフォーム構築事業』を紹介します

北海道公立大学法人 
札幌医科大学 011-611-2111本学の研究と産学連携の取組等について

紹介

公立大学法人 
公立はこだて未来大学

011-592-2346大学が地域の企業や公的機関と協同した
地域課題の取り組み事例

公立大学法人 
札幌市立大学

公益財団法人 
函館地域産業振興財団 0138-34-2600函館ものづくり企業、道立工業技術センター

の研究成果品を紹介します。

国立研究開発法人 
土木研究所 寒地土木研究所 011-590-4046衝撃加速度試験装置/ 

冬期歩道の雪氷路面処理技術

北海道科学大学 011-688-2241プラズマアクチュエータを用いた気流制御・
融雪技術研究について紹介します。

北海道企業局 
工業用水道課 011-204-5677安心・安全・安価な工業用水を活用し、

経費削減の切り札にしませんか？

北海道職業能力
開発大学校 0134-62-3551①微小部品検査装置の開発～帯鋸自動検査装置の提案～

②新型空間加熱式パーマ装置の開発

北海道大学 
産学・地域協働推進機構 011-706-9480北大の技術力を用いての試作品開発や、本学が保有

する分析・計測機器類がどなたでもご利用いただけます。

地方独立行政法人 
北海道立総合研究機構 011-747-0200北海道立総合研究機構における研究開発・

技術支援の成果品及び紹介パネルの展示

国立大学法人 
室蘭工業大学 0143-46-5860本学の研究シーズや成果、COC＋の

取り組みなどを紹介します。

文部科学省 ナノテクノロジー
プラットフォーム 029-859-2777研究設備の全国的な共用体制と、その利用の仕方、

成果例を、ポスターやパンフレットで紹介します。

相談コーナー

地域交流／北海道信用金庫

地域交流／青森銀行

株式会社アドバネクス 自動車・OA・医療機器の精密ばね製造、ボルト/ナット
の脱落防止部品、雌ねじの補強部品の製造販売 03-3822-5881

株式会社アピール 0172-44-34583Ｄプリンタの販売・造形サービス、電気機械
器具、精密機械器具、治具の設計・製作・販売

株式会社あかりみらい 011-876-0820自治体・企業向けのコスト削減コンサル
ティング。危機管理、BCPセミナーも開催

ジャパン建材株式会社 
JKサポートセンター 011-837-1888工務店さまサポートとして、建築行政の流れを踏ま

えた様 な々サポートをワンストップでご提供致します。

山茂山田木材株式会社 0123-23-3181トップレベル性能住宅販売、エクステリア、
リフォーム、建売販売を行なう住まいの総合商社

地域交流／空知信用金庫

株式会社高橋工務店 0126-22-4313ポリウレア樹脂を用いた道路橋・伸縮装置の
防水補修工法、国交省(NETIS)登録

株式会社ファイバーゲート 011-204-6121①レジデンスWi-Fi事業、②フリーWi-Fi事業
という2つの通信サービス関連事業を展開

株式会社
北海道ゴム工業所 0123-83-3121ゴム製融雪マット、疲労軽減マット、工業・農業

機械用ゴム部品等の製造販売を行っております。

地域交流／札幌商工会議所

地域交流／帯広信用金庫

北海道宇宙科学技術創成
センター・北海道スペース
ポート研究会・大樹町

01558-6-2113北海道・十勝にスペースポート（宇宙港）を
開港すべく活動を展開しています。

地域交流／旭川信用金庫

有限会社杏和建具 0166-36-5462木製家具・建具の設計、製造、販売

地域交流／苫小牧信用金庫

株式会社苫東 0144-53-1010(株)苫東は、苫東地域において工業団地の開発
（造成、分譲、賃貸、管理など）を行っています。

INPIT北海道知財総合支援窓口/
北海道知的所有権センター
（実施機関：一般社団法人 
北海道発明協会）

011-747-7481特許・実用新案・意匠・商標など知的財産に
関する悩みをご相談下さい。

証券会員制法人 
札幌証券取引所   

03-4231-8540

011-241-6171日本国内では、東京から北にある唯一の
証券取引所！それが札幌証券取引所です！

一般財団法人 
日本規格協会    

新市場創造型標準化制度を活用して、御社の優れた
技術を基にしたJIS化や、国際規格化を支援します

011-736-9331日本弁理士会 北海道会    知財の取得・保護・活用・知財戦略の構築など、知財に関するあらゆるご相談に対応します。

011-241-2535北海道信用保証協会 信用保証協会の取り組みや各種支援
メニューをご紹介します。

011-232-2001公益財団法人 北海道
中小企業総合支援センター  

道内ものづくり企業のＰＲの他、中小企業・小規模事業
者・創業者向けの様 な々支援メニューをご紹介します。

011-875-5333金物製作・樹脂加工・塗装工事全般・建築・
土木資材販売

011-781-5555金属部品の熱処理加工および機械加工、
油圧シリンダー・刃物の設計・製作

011-231-1373北海道・札幌を代表する優れた「ものづくり企業」
の製品価値を札幌商工会議所がPR致します。

札幌商工会議所 
ものづくりコーナー 

株式会社インテックス  

011-775-4141建設機械のリース・レンタル業がメイン事業で、主に高所
作業車を取り扱っています。保有台数は道内一です。エスケーリース株式会社

株式会社池田熱処理工業  

0125-32-0525皮革製品製造・販売株式会社いたがき  

株式会社エスピー工研 011-662-4131ロートアイアン（装飾鍛造品）のデザインと製作、
各種フェンス・管理階段、農漁業資材製作

株式会社
キムラ 発電機点検チーム 011-743-0611

050-6869-0212

1,000㎡以上の建築物に設置されている非常用発電
機を「負荷運転試験」を行い正常な稼動を確認する

一般社団法人札幌型省エネ
推進企業会 フラットエナジー

「運用改善・設備改修を中心とした事業者向け省エネ
ビジネス」を拡大していくために活動しています。

三栄工業株式会社 011-822-3772ロードヒーティングをメインとした省エネ
融雪関連商品の開発・施工

清水勧業株式会社 011-561-4201
電設資材・機器卸販売及び、LEDとセンサー・制御
によるLED表示装置や揺らぎ照明の開発・販売

株式会社ショーワ 0133-62-5611耐雪型片持式カーポート・埋設型融雪機・
落雪防止柵の製造/販売

正和電工株式会社 0166-39-7611オガクズを活用したバイオトイレの製造・販売
と、電器製品の卸売をしています。

東陽上村アドバンス
株式会社 011-821-1404コンクリート製品製造及び販売、土木工事

資材の販売。

株式会社ふじ研究所 011-742-5828建築設備・リフォーム・ネットショップ運営

有限会社
稚内グリーンファクトリー 0162-26-2641土木・運送・コントラクター・砕石・珪藻土販売・

風力発電

地域交流／北海道中小企業団体中央会

0155-62-1107【金属加工】・【カーポートの設計・製造・施工・
販売】・【農業機械の修理・メンテナンス・販売】

011-530-6500新生児から高齢者までの健康スキンケアの開発・
製造・販売。乳幼児の２０００人のエビデンスを保有

011-231-1919あなたの事業にお役に立たせます！異業種11者によ
る優れた技術力、製品の事例を展示発表いたします！

北海道中小企業団体中央会 
「成果事例発表会2019」

株式会社オビトラ

011-591-3939札幌軟石の採掘・加工・販売（主に建築
資材・外構資材として。）墓石の加工・販売辻石材工業株式会社

株式会社アビサル・ジャパン

011-676-4520製本、オンデマンド印刷、WEBを使用した
印刷事業、出版石田製本株式会社

株式会社ディ・ビー・
シー・システム研究所 0134-61-1670高温環境、腐食環境、溶融金属用で使用する金属部

材への高耐食・耐熱コーティングの開発・施工・販売

株式会社特需プロジェクト 011-788-8333

011-219-8308

特殊印刷・空間プロデュース

株式会社日光印刷 
札幌支店

商業印刷物の製造。企画デザインから印刷後の
製本加工も自社完結で短納期にも対応いたします。

株式会社冨貴堂ユーザック 0166-68-2626コンサルティングから開発、保守・運用まで、企業
のIT化に対するワンストップサービスをご提供

北海道磁気印刷株式会社 011-640-2221熱烈応援グッズ「ハリセンス」・オリジナルQUO
カード・金箔当社独自の金箔貼り技術です。

株式会社みどり工学研究所 011-555-5000水災害対策、農業用水管理、環境調査等の
リアルタイム監視に最適なシステムを開発・製造。

メディカルフォトニクス
株式会社 011-700-0202医療機器および健康管理機器、研究用機器

の研究、開発、製造、販売、リース

新産業支援／IoT・スマートものづくり応援ツール

011-820-2062中小製造業の身の丈にあった全国の「IoT
ツール」や生産性向上支援施策を紹介します！

飯山精器株式会社

NECプラットフォームズ

オークマ株式会社

一般財団法人 さっぽろ
産業振興財団／札幌市

0269-26-7851NC旋盤による金属の切削・研削加工、
IT/IoTシステムの開発・販売

03-5282-5881
ICTシステム機器の開発、製造、販売、設置、
保守およびシステムソリューション

0587-95-7823NC工作機械、NC装置、FA製品、サーボ
モータ、その他、製造・販売

新産業支援／札幌ものづくり×デザイナープロジェクト

011-820-2062デザインを活用した製品開発やAIなど先端技術を
活用したビジネス化支援の取組をご紹介します。

チエモク株式会社

株式会社樋口

モリタ株式会社

一般財団法人 さっぽろ
産業振興財団／札幌市

011-790-7012札幌のデザイナーとのコラボレーションで
製作したはんのきの食器シリーズ。

011-811-2156
シンプルでクリーンな「フレームキッチン」の
新提案です。

011-831-1151文具や小物をスッキリ、ミニマムに収納！紙製ボックス収納
アイテム「ミニマムスペース」 紙箱パッケージの製造会社。

グリッドリンク株式会社  

シュナイダーエレクトリック
ホールディングス株式会社

03-6811-1133
業務の質を変え設備稼働率を上げるＩｏＴツールの
導入を支援します（道内販売代理店／（株）北海砥石商会）

022-257-1209生産現場の各種設備や装置を自動化・
最適化するさまざまなソリューションを提供

Tranzac株式会社 

株式会社
ビズライト・テクノロジー

0565-41-6864
ソフトウェア設計・開発・運用をサポートを
行っております。

03-3526-2090WEBシステム開発、Linuxサーバー構築、
Raspberry PiをベースにしたHW開発・製造

株式会社
フェニックスソリューション

ヘルツ電子株式会社

076-256-2811RFID関連製品の開発、製造、販売等

053-438-3555産業用無線機及び電子機器の開発製造
販売


