
札幌市

江別市

千歳市
恵庭市

北広島市　

石狩市

道 央 圏石 狩 振 興 局 管 内

●札幌市
4 札幌高級鋳物㈱ 鋳造

9 日詰工業㈱ 鋳造・ダイカスト

20 ㈱中央ネームプレート製作所 鍛造 ･ プレス ･ 板金

21 ㈱土谷製作所 鍛造 ･ プレス ･ 板金

23 ㈱トリパス 鍛造 ･ プレス ･ 板金

24 樋口ステンレス工業㈱ 鍛造 ･ プレス ･ 板金

25 ㈱ホクエイ 鍛造 ･ プレス ･ 板金

27 ㈱コスモ設計 樹脂成型

33 ㈱北海道イノアック 樹脂成型

34 北海道スイコー㈱ 樹脂成型

36 ㈱池田熱処理工業 表面処理

39 英和工業㈱ 表面処理

40 札幌エレクトロプレイティング工業㈱ 表面処理

42 東洋鍍金㈱ 表面処理

43 北海道パーカーライジング㈱ 表面処理

50 ㈱京進機工 機械加工

51 寿産業㈱ 機械加工

59 北興化工機㈱　 機械加工

67 ㈱サカイ技研 金型・治工具

71 ㈱ホリモト・モールド 金型・治工具

74 ㈱ ASCe（アスク） 生産設備 ･ 自動機

85 清水勧業㈱ 電子・電気部品

94 北海道古川電気工業㈱ 電子・電気部品

96 ㈱アットマークテクノ 組込ソフトウェア

97 恵比寿システム㈱ 組込ソフトウェア

98 北海道電子機器㈱ 組込ソフトウェア

100 アーク・システム・ソリューションズ㈱ AI・IoT

102 ㈱調和技研 AI・IoT

103 ㈱ディーディーエル AI・IoT

104 ㈱バーナードソフト AI・IoT

106 ㈱パブリックリレーションズ AI・IoT

107 ㈱ビックボイス　 AI・IoT

108 伊藤製缶工業㈱ その他

109 ㈱ＡＩＳ北海道 その他

111 ㈱エルコム その他

113 札幌ボデー工業㈱ その他

116 大和ステンレス工業㈱ その他

123 ワコオ工業㈱ その他

●石狩市
12 ㈱石川金属製作所 鍛造 ･ プレス ･ 板金

15 ㈱酒井機材製作所 鍛造 ･ プレス ･ 板金

28 ㈱徳重　札幌支店・石狩工場 樹脂成型

79 シンセメック㈱ 生産設備 ･ 自動機

83 ㈱前田電機製作所 生産設備 ･ 自動機

●北広島市
26 ㈱ワールド山内 鍛造 ･ プレス ･ 板金

●千歳市
32 不二電子工業㈱　千歳工場 樹脂成型

91 フォトニックサイエンステクノロジ㈱ 電子・電気部品

93 北海道日興電気通信㈱ 電子・電気部品

110 ㈱ FJ コンポジット その他

●江別市
117 ㈱電制 その他

118 北海道電気技術サービス㈱ その他

●恵庭市
45 メテック㈱　北海工場 表面処理

86 スフェラーパワー㈱　恵庭事業所／上砂川事業所 電子・電気部品

95 ユニマイクロンジャパン㈱ 電子・電気部品

105 ㈱ハイテックシステム AI・IoT



小樽市

室蘭市

苫小牧市

登別市

安平町

道 央 圏石 狩 振 興 局 管 内

●小樽市
7 ㈱田中工業 鋳造・ダイカスト

19 千歳工業㈱ 鍛造 ･ プレス ･ 板金

41 ㈱ディ・ビー・シー・システム研究所 表面処理

64 ㈲山本エンジニアリング 機械加工

82 オーエスマシナリー㈱　小樽工場 生産設備 ･ 自動機

119 北海バネ㈱ その他

122 理研興業㈱ その他

●登別市
65 アイクス㈱ 金型・治工具

●室蘭市
11 アオキ製作㈱ 鍛造 ･ プレス ･ 板金

14 大岡技研㈱　室蘭工場 鍛造 ･ プレス ･ 板金

17 ㈱新電機製作所 鍛造 ･ プレス ･ 板金

18 第一金属㈱ 鍛造 ･ プレス ･ 板金

35 ㈱三好製作所 樹脂成型

44 室蘭ヒート㈱ 表面処理

49 ㈱キメラ 機械加工

52 ㈱今野鉄工所 機械加工

55 ㈱永澤機械 機械加工

56 ㈱西野製作所 機械加工

57 ㈲馬場機械製作所 機械加工

61 ㈱むろらん東郷 機械加工

70 ㈱ナップ 金型・治工具

90 ファクター㈱　室蘭工場 電子・電気部品

112 五嶋金属工業㈱ その他

120 松菱金属工業㈱　室蘭工場 その他

●苫小牧市
3 光生アルミ北海道㈱ 鋳造・ダイカスト

6 ㈱鈴木商会 鋳造・ダイカスト

8 日軽松尾㈱　苫小牧工場 鋳造・ダイカスト

16 ㈱三五北海道 鍛造 ･ プレス ･ 板金

38 ウメトク㈱　北海道営業所 表面処理

60 ㈱松本鐵工所 機械加工

62 明和機械㈱ 機械加工

66 ㈱荻窪金型製作所　苫小牧工場 金型・治工具

72 松江エンジニアリング㈱ 金型・治工具

76 岡谷岩井北海道㈱ 生産設備 ･ 自動機

77 明和工業㈱　苫小牧工場 生産設備 ･ 自動機

80 新明工業㈱　北海道工場 生産設備 ･ 自動機

●安平町
10 ホクダイ㈱ 鋳造・ダイカスト

73 メイトク北海道㈱ 金型・治工具



五 十 音 別 索 引道 央 圏 以 外

函館市北斗市
七飯町

長万部町

旭川市

岩見沢市
美唄市

芦別市

赤平市
砂川市

奈井江町

栗山町

妹背牛町

由仁町

釧路市

帯広市

北見市

湧別町

幕別町

  空知総合振興局
●岩見沢市

1 京浜精密工業㈱　北海道工場 鋳造・ダイカスト

●美唄市
31 ハピーオール㈱ 樹脂成型

●芦別市
48 北日本精機㈱ 機械加工

115 大旺鋼球製造㈱　北海道工場 その他

●赤平市
29 トルク精密工業㈱ 樹脂成型

●砂川市
47 カワテックス㈱ 機械加工

●奈井江町
46 ㈱太田精器 機械加工

92 北海道電機㈱ 電子・電気部品

●由仁町
121 ㈱北海道ゴム工業所 その他

●栗山町
69 伸和機型㈱ 金型・治工具

●妹背牛町
5 佐藤鋳工㈱ 鋳造・ダイカスト

  上川総合振興局
●旭川市
37 上原ネームプレート工業㈱　旭川事業所 表面処理

54 中央精工㈱ 機械加工

75 旭川機械工業㈱ 生産設備 ･ 自動機

  オホーツク総合振興局
●北見市
30 ニックス㈱　北海道工場 樹脂成型

68 JP MOLD ㈱ 金型・治工具

81 ㈱倉本鉄工所 生産設備 ･ 自動機

●湧別町
13 ㈱上杉製作所 鍛造 ･ プレス ･ 板金

  渡島総合振興局
●函館市
63 ㈱メデックグループ 機械加工

84 ㈱アクトシステムズ 電子・電気部品

87 ㈱セコニック電子　函館事業所 電子・電気部品

89 函館電子㈱ 電子・電気部品

99 ㈱エクスプローラ 組込ソフトウェア

101 ㈱ AI ハヤブサ AI・IoT

●北斗市
114 ㈱菅製作所 その他

●七飯町
2 ケーアイシー㈱ 鋳造・ダイカスト

●長万部町
58 北海道イーグル㈱ 機械加工

  十勝総合振興局
●帯広市
22 ㈱土谷特殊農機具製作所 鍛造 ･ プレス ･ 板金

●幕別町
88 十勝葉山電器㈱ 電子・電気部品

  釧路総合振興局
●釧路市
53 島本鉄工㈱ 機械加工

78 ㈱ニッコー 生産設備 ･ 自動機


