15

三和サービス株式会社

55

ローレルバンクマシン株式会社

1

アイコム株式会社

16

ジャスコインタナショナル株式会社

56

株式会社YSE

2

岩崎通信機株式会社

17

株式会社住計画FURUTA

57

ワゴジャパン株式会社

3

株式会社インターコスモス

18

シリコンアーティストテクノロジー株式会社

4

株式会社インフィニットループ

19

株式会社青工

5

株式会社ウイン・コンサル

20

石油連盟北海道石油システムセンター

6

NTTタウンページ株式会社 北海道営業本部

7

エプソン販売株式会社

8

株式会社オフィス24

9

株式会社快適空間FC

10

一般社団法人全国陸上無線協会 北海道支部

泉州電業株式会社 札幌支店
・株式会社MKエレクトロニクス
21
・クラウスアンドナイマー株式会社
・太陽ケーブルテック株式会社

1 ITビジネス展示ゾーン

11

株式会社ソルブブレイン

12

株式会社ダイス

13

株式会社ツヨシオカ

14

株式会社ノースエナジー

15

東日本電信電話株式会社

16

株式会社フォーラムエイト

17

株式会社BELLSOFT

18

株式会社ポッシブル

19

株式会社マネーフォワード

20

株式会社ミロク情報サ−ビス

21

理想科学工業株式会社 北海道営業部

同 時開催 北のITシーズフェア2016

22

一般社団法人北海道Ｉ
Ｔ推進協会
株式会社アドヴァンスト・ソフト・エンジニアリング
株式会社HDC
株式会社HBA
NECソリューションイノベータ株式会社 北海道支社
株式会社恵和ビジネス
株式会社コア 北海道カンパニー
株式会社サンクレエ
システムデザイン開発株式会社
中央システム株式会社
株式会社テクノフェイス
北明システム株式会社
株式会社北海道日立システムズ
株式会社ミクロスソフトウエア
株式会社メディア・マジック
株式会社流研

2 ものづくり・電気・機械ビジネス展示ゾーン
1

株式会社あかりみらい

2

株式会社ASCe(アスク)

3

株式会社アドバネクス

4

岩崎電子株式会社 リオン株式会社 北海道総代理店

5

エア・ウォーター株式会社

6

大川原化工機株式会社
小樽市
・オーエスマシナリー株式会社
・国立大学法人小樽商科大学
・極東高分子株式会社
・クリロン化成株式会社
・西條産業株式会社
・株式会社産鋼スチール
・株式会社新宮商行 銭函工場
・玉井化成株式会社
・千歳工業株式会社
・株式会社光合金製作所
・北長金日米建材株式会社
・北海道職業能力開発大学校
・株式会社ミツウマ

7

22

タキゲン製造株式会社

23

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 北海道PCB処理事業所

24

千代田交易株式会社 東北営業所

25

株式会社電制

公益財団法人道央産業振興財団
・株式会社エルス
・北のなのはな会
・株式会社木の繊維
・JX金属苫小牧ケミカル株式会社
26
・株式会社電気工事西川組
・苫小牧発明研究会
・株式会社ナカガワ工業
・北海道曹達株式会社
・みさち工房
27

株式会社東穂

28

道北・旭川エリア（旭川市・旭川産業創造プラザ・旭川食品産業支援センター）

29

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社

30

一般財団法人日韓産業技術協力財団

31

株式会社キメラ
京浜精密工業株式会社 北海道工場
シンセメック株式会社
58

32

34

株式会社ヒロシ工業

35

ファイテン株式会社

36

フィリップモリスジャパン株式会社

37

ブラザー販売株式会社

38

フレックスエヌティ有限会社

39

株式会社北海道シーアイシー研究所

40

株式会社北海道ダイエィテック

41

一般財団法人北海道電気保安協会

【ほくでんグループ】
北海道電力株式会社
・北海電気工事株式会社
42
・北電興業株式会社
・北電総合設計株式会社
・北海道パワーエンジニアリング株式会社
43

北海道無暖冷房住宅研究会

44

株式会社丸辰

【三菱重工グループ】
三菱重工業株式会社 北海道支社
・敷島機器株式会社
45 ・ニチユMHI北海道株式会社
・三菱重工冷熱株式会社
・三菱日立パワーシステムズ株式会社 高砂工場岩内地区
・三菱マヒンドラ農機株式会社

9

カワテックス株式会社

46

株式会社ミマキエンジニアリング

10

韓国技術ベンチャー財団

47

美和電気工業株式会社 札幌支店

48

株式会社村田塗料店

公益財団法人室蘭テクノセンター
・株式会社アール・アンド・イー
・株式会社アイスジャパン
49
・佐々木機工株式会社
・サンパックス株式会社
・株式会社三好製作所 室蘭工場
50

株式会社メルシー

51

ユーロポート株式会社

12

株式会社札幌教材製作所

52

株式会社ユピテル・ジャポン

13

株式会社サトウ包装資材

53

株式会社ラミーコーポレーション

14

山藤三陽印刷株式会社

54

菱電商事株式会社 北海道営業所

株式会社ダイナックス
株式会社デンソー北海道
北海道COC＋コンソーシアム
メデックグループ

3 地域創造ビジネス展示ゾーン
1

特定非営利活動法人アグリコミュニティ千歳

2

株式会社岩佐商会

3

岩内町

4

株式会社エイチ・アール・オー

5

オフィスナビ株式会社

6

公益財団法人釧路根室圏産業技術振興センター
・釧路森林資源活用円卓会議
札鶴ベニヤ株式会社
得地ファニチャ工業株式会社
株式会社北都／エステー株式会社
丸善木材株式会社
・株式会社釧路内燃機製作所
・釧路根室地域鮮度保持技術開発拠点プロジェクト
株式会社ニッコー
株式会社昭和冷凍プラント
株式会社北海道ニーズ
有限会社エスティテクノス
・株式会社富士計器

日本フローコントロール株式会社

日本防水工法開発協議会
33 ・三幸ケミカル株式会社
・株式会社ヨシダアニー

第一鉄鋼株式会社（新日鐵住金グループ）
株式会社土谷製作所

日本パーカライジング株式会社
北海道パーカライジング株式会社

株式会社オルビス

株式会社神戸製鋼所 北海道支店
・株式会社コベルコ科研
・株式会社神鋼エンジニアリング&メンテナンス
11 ・神鋼建材工業株式会社
・神鋼商事株式会社
・神鋼造機株式会社
・神鋼ボルト株式会社
・東日本コベルコ建機株式会社 北海道支社

株式会社カンディハウス

【日本パーカーグループ】

8

【神戸製鋼グループ】

同 時 開 催 ものづくりなでしこゾーン2016

公益財団法人北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団）
・地域イノベーション戦略推進事業
さっぽろヘルスイノベーション Smart-H
・帯広畜産大学 宮竹史仁研究室
・有限会社コスモス
・新野菜研究会
19 ・株式会社バイオマスソリューションズ
・株式会社北海光電子
・有限会社まさご
・メディカルフォトニクス株式会社
・株式会社もりもと
・ラテラル・シンキング株式会社
・北大リサーチ&ビジネスパーク推進協議会
20
21

北海道信用保証協会
北海道知財総合支援窓口（実施機関:一般社団法人北海道発明協会）
・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）

公益財団法人北海道中小企業総合支援センター
・十勝川温泉旅館協同組合
・合同会社道産子英雄企画（どさんこヒーロープロジェクト）
22
・株式会社24K
・株式会社ノースフリート
・株式会社ゆほびか

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

アイリスオーヤマ株式会社
株式会社朝日工業社 北海道支店
AGCグラスプロダクツ株式会社
株式会社おぎそ
株式会社環境経営総合研究所
国際興業株式会社
佐藤吉株式会社
国立研究開発法人産業技術総合研究所 北海道センター
株式会社シティ・サービス エコパーク三笠
スマート遮熱北海道
公益社団法人全国通運連盟（共催：
ＪＲ貨物）
株式会社土谷特殊農機具製作所

7

独立行政法人工業所有権情報・研修館

12

8

株式会社小柳中央堂

富安株式会社
13
・北日本サッシ工業株式会社

札幌市産業振興センター（SPR）

9

10
11
12

・株式会社あかりみらい

14

・Sachi&Akiコーポレーション

15

・冊鹿インダストリー株式会社

16

・フーテックサービス株式会社

17

・北海道カラーデザイン研究室

18

JAおきなわ
シナネン株式会社

19
20

野村興産株式会社
廃油ストーブひまわり有限責任事業組合

独立行政法人中小企業基盤整備機構 北海道本部
13 ・株式会社クロックワーク北海道

NE W

・株式会社ノア
・ベジョー・ジャパン株式会社
14

株式会社桐光クリエイティブ

15

公益財団法人とかち財団

16

日本弁理士会 北海道支部
公益財団法人函館地域産業振興財団（はこだてビジネス交流ゾーン）
・株式会社浅井ゲルマニウム研究所

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
12
13
14

旭川医科大学
国立大学法人北見工業大学
公立大学法人公立はこだて未来大学

・株式会社エルフィン
・株式会社グローバル・コミュニケーションズ
17 ・株式会社コムテック2000

・函館酸素株式会社
・函館市産業支援センター

・株式会社ビックボイス
・株式会社北清
NPO法人北海道宇宙科学技術創成センター
（北海道広域宇宙センター推進事業）
18 ・大樹町

・とかち航空宇宙産業基地誘致期成会
・北海道スペースポート研究会

・株式会社ショーワ
4

北海道公立大学法人札幌医科大学
証券会員制法人札幌証券取引所
公立大学法人札幌市立大学
千歳科学技術大学
東海大学
北海道科学大学
北海道大学 産学・地域協働推進機構
地方独立行政法人北海道立総合研究機構
国立大学法人室蘭工業大学
酪農学園大学

同 時 開 催

・株式会社パブリックリレーションズ
・株式会社ビオフレックス
・株式会社北海道PVGS／株式会社KITABA
・有限会社稚内グリーンファクトリー
ものづくり補助金 成果事例発表会

5

アイコファーム

北海道

株式会社アミノアップ化学
株式会社アンビックス 小樽朝里クラッセホテル

平成28年度「北海道省エネルギー・新エネルギー促進大賞」受賞企業展
2

北海道中小企業団体中央会
・株式会社ヴィッツ
・川崎建設株式会社
・株式会社サイバーリンクス
・株式会社白石ゴム製作所
・株式会社セーコー
・株式会社ナカガワ工業
・株式会社日本システムデザイン
・株式会社ネクステック
・株式会社VERSION2
・菱エステイ島本鉄工株式会社
・株式会社北海道バイオインダストリー
・株式会社みどり工学研究所
・株式会社雪研スノーイーターズ

フード＆アグリビジネス北海道

平成28年度「北海道新技術・新製品開発賞」受賞企業展
1

・大丸建設株式会社

株式会社宇野牧場

北海道

株式会社エーデルワイスファーム

ほっかいどう水素イノベーション展2016

札幌トヨタ自動車株式会社
札幌トヨペット株式会社
株式会社タツノ
株式会社東芝 次世代エネルギー事業開発プロジェクトチーム
株式会社フレイン・エナジー
新コスモス電機株式会社
株式会社日本製鋼所
株式会社日立製作所
北海道ガス株式会社
本田技研工業株式会社
理研計器株式会社 札幌営業所
北海道

株式会社シーピーエス
6

株式会社Jプランニング
有限会社長命庵
日本醤油工業株式会社
株式会社平野畜産
一般社団法人北海道食産業総合振興機構
（フード特区機構）
もりや産業株式会社
有限会社余湖農園

ほっかいどう水素
イノベーション展2016

2nd
time

ものづくりなでしこ
ゾーン2016

NE W

フード &
アグリビジネス北海道

北海道を代表する
「食」。道内では、産学官が連

水素社会の形成は、低炭素社会づくり、エネル

北海道経済を支える産業の一つである製造業は

ギーの地産地消による災害に強い安全・安心な

女性の活躍が期待されており、
ものづくりの現場

携して食の付加価値向上のために様々な取り組

地域づくり、水素関連産業の創出に寄与します。

で働く女性が増えてきています。
ものづくり企業で

みを展開しています。
ビジネスEXPO会場2階で

今回の展示では、道内外の企業の水素関連技

活躍する女性達
「ものづくりなでしこ」
の皆さん

は、農商工連携や六次産業

術・製品や自治体の取組などをご紹介します。

が、
ものづくりの魅力、
自社製品・技術をPRします。

化などの取組みにより、北
の大地で生まれた魅力的な
企業・商品をご紹介します。

FCVの
体験試乗も
できます
（燃料電池自動車）
ＦＣＶ

※画像は昨年の様子です

出展 企 業

出展企業

札幌トヨタ自動車㈱、札幌トヨペット㈱、㈱タツノ、㈱東芝
次世代エネルギー事業開発プロジェクトチーム、㈱フレイ
ン・エナジー、新コスモス電機㈱、㈱日本製鋼所、㈱日立製
作所、北海道ガス㈱、本田技研工業㈱、理研計器㈱札幌営
業所、北海道

㈱カンディハウス、㈱キメラ、京浜精密工業㈱北海道工
場、シンセメック㈱、第一鉄鋼㈱、㈱ダイナックス、㈱土谷
製作所、㈱デンソー北海道、北海道COC+コンソーシア
ム、
メデックグループ

アイコファーム、㈱アミノアップ化学、㈱アンビックス 小樽
朝 里クラッセホテル 、㈱ 宇 野 牧 場 、㈱ エー デルワイス
ファーム、㈱シーピーエス、㈱Jプランニング、㈲長命庵、日
本醤油工業㈱、㈱平野畜産、
（ 一社）北海道食産業総合振
興機構（フード特区機構）、
もりや産業㈱、㈲余湖農園

●場

●場

●場

出展 企 業

・函館ひろめ堂株式会社
・有限会社パテントワークス

・三栄工業株式会社

独立行政法人国立高等専門学校機構
・旭川工業高等専門学校
・釧路工業高等専門学校
・苫小牧工業高等専門学校 ・函館工業高等専門学校

・株式会社アサヒ
・株式会社アプリシステムズ

札幌商工会議所
・株式会社いたがき

ビ ジ ネ ス E X P O 2 016 同 時 開 催

精英堂印刷株式会社
・HPRS 株式会社北海道パレットリサイクルシステム

北のブランド・ものづくりフェア2016

5 学術・試験研究機関展示ゾーン

3

日比谷総合設備株式会社 北海道支店
北海道 環境生活部
一般社団法人北海道冷凍空調設備工業会
株式会社マテック
有限会社リバー産業

・長州産業株式会社

北海道循環資源利用促進協議会
エコロジア北海道21推進協議会
・株式会社アール・アンド・イー
・株式会社エコニクス
21
・株式会社環境科学開発研究所
・株式会社環境技建
・株式会社白石ゴム製作所
・株式会社北海道エコシス

11

4 環境・バイオビジネス展示ゾーン
1

同時開催 資源リサイクルフォーラム2016

所：屋内展示会場 同時開催 3

●お問合せ：北海道環境生活部環境局
低炭素社会推進室（011-204-5885）

所：屋内展示会場 同時開催 58

●お問合せ：ノーステック財団クラスター事業部
吉田（011-708-6526）

所：2階フリースペース 同時開催 6

●お問合せ：ノーステック財団企画・産学連携本部
（011-716-9168）

