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積雪寒冷地×先進技術

NEW TECHNOLOGY
HOKKAIDO

北海道経済部環境・エネルギー局　環境・エネルギー課
〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目
電話011-204-5320（直通）  mail : keizai.kanene1@pref.hokkaido.lg.jp

令和4年度 電源立地地域対策交付金事業

製品の紹介
ハイブリッド冷暖房・給湯システム(ガス熱源機）

事業内容

製品の紹介
LOHCタイプFCレンジエクステンダー

株式会社フレイン・エナジー(札幌市）

安心安全な水素の貯蔵・運搬に適した有機ハイドライ
ド方式を実用化する小型の「水素貯蔵・供給装置」で水素エ
ネルギー社会を推進。　
当社では、「有機ハイドライド方式」を用いた水素貯蔵・

供給システムによって水素を安心安全かつ効率的に需要
地に供給しています。　
水素の一般的な貯蔵・運搬方法である圧縮や液体水素

とは異なり、水素をトルエンという物質と反応させるこ
とで、MCH（メチルシクロヘキサン）という常温常圧で
取り扱い可能な液体に一旦変換させて貯蔵・運搬したの
ち、水素をとりだして需要地で活用する仕組みです。　
 MCHは、ガソリンや灯油と同じ分類であるため、既存

のガソリン貯蔵設備やタンクローリーをそのまま活用で
きるなど多くのメリットがあります。　
当社は、こうした「有機ハイドライド方式」を実用化す

べく、水素をMCHに変換する「水素貯蔵装置」及び、MCH
から水素を取り出す「脱水素装置」の開発に取り組んで
おり、それぞれ約20年の開発ノウハウを結集した独
自技術を有しています。

会社概要

所在地

TEL
FAX

本社：〒065-0015　北海道札幌市東区北15条東16丁目1-1第2菱本ビル601
銭函研究室：〒047-0261 北海道小樽市銭函3丁目515-1 3F

TEL: 0134-64-6510（銭函研究室）   FAX: 0134-64-6512

代表者 代表取締役 小池田 章

設立

ホーム
ページ

2001年4月16日

http://hrein.jp/ 弊社事業に関する紹介資料はこちらの
QRコードでダウンロードできます

※LOHC（有機ハイドライド）

事業内容

製品の紹介
ホワイトデータセンター

株式会社ホワイトデータセンター(美唄市）

会社概要

所在地

TEL

本社：〒079-0261　
北海道美唄市字茶志内3623番10

TEL:0126-38-5571

代表者 代表取締役社長 伊地知 晋一

設立

ホーム
ページ

2021年4月1日

https://w-dc.info/

CO₂排出量ゼロ×コストパフォーマンス

【除雪の冷熱】と【再生可能エネルギー(再エネ)】を利用
することでCＯ₂排出量ゼロを実現した、データセンター
です。 

100％再エネのデータセンターを作ることは技術的に
難しくありませんが、商業利用に耐えうるコストパフォー
マンスを持ったデータセンターを作ることは、非常にハー
ドルが高いといえます。 

WDCではこのハードルを大きく下げるために、除雪の
冷熱を利用しています。一般的なデータセンターではサー
バーを冷やすための電力が、データセンター全体を動かす
ための電力の40％を占めていると言われています。 

一方WDCでは、サーバーの冷却に必要なエネルギー
に、雪を利用していることから電力を必要としません。こ
れによりCＯ₂排出量ゼロとコストパフォーマンスの両立
を実現したのがWDCなのです。

事業内容

製品の紹介
省エネ・省力化産 業用ロボットシステム導入

株式会社ロボットシステムズ(上砂川町）

業務内容 主業務





































会社概要

所在地

TEL
FAX

〒073-0204
北海道上砂川郡上砂川町字上砂川7番地6(上砂川コンベンションホール内)

TEL: 0125-74-8780 FAX:0125-74-8781

代表者 代表取締役 覺張 千万

産業用ロボットシステム導入(プラン
ニングから装置設計製作導入まで)を
主業務とし、北海道を中心とした製造
業への産業用ロボットシステムを使
用した装置の導入を促進し、人手不足
対策の手助けができる企業であるこ
と目的とする。

①産業用ロボットのシミュレーション(計画プランニング、
　提案)、生産性、省力化提案人手不足・重筋労働解消のた
　めのシステム開発・構築を行う。
②機械設計・電気(制御)設計・ロボット構成・動作設計
③装置組立・制御盤、操作盤設計製作・シーケンサー、タッチ
　パネルソフト
④試運転調整(インバーター・サーボ調整可)・ロボット
　ティーチング
⑤ロボット取扱い教育(同様の業種拡大のため)
⑥ロボット導入後の安全教育(安衛法に準拠した教育)
⑦不足しているシステムインテグレーターの育成を行い、
　ロボット導入を加速させる。
⑧学生への産業ロボットに触れる場を提供する。



株式会社アーキビジョン21(千歳市）
会社概要

事業内容

所在地

TEL
FAX

本社: 〒066-0051
北海道千歳市泉沢1007-168

TEL: 0123-28-8811　FAX:0123-28-8820

代表者 代表取締役 丹野 正則

設立

ホーム
ページ

1985年3月

https://www.archi21.co.jp/

アーキビジョンは、戸建住宅や幼稚園・福祉
施設・教会などの大型施設3000棟以上をつ
くってきた経験や技術を応用し、動く家「スマー
トモデューロ」を開発しました。 

生産から再生までのすべての段階で「持続
可能な自然との共生」を目指し、100年以上
悠々と使い続けられる木造建築物をつくるこ
とをモットーにしています。 

木造建築を極めてきた我々が行きついたの
は、さらなる供給までのスピードアップと、建
物を移動できるという新たな可能性を実現す
ること。 

スマートモデューロは、天候に左右されな
い工場でスピーディに製造し、クレーンで吊り
上げ、貨物としてトラックに載せて輸送できる高
い移動性を有した、新しい木造建築物です。

製品の紹介
スマートモデューロ

株式会社アール・アンド・イー(登別市）

会社概要

所在地

TEL
FAX

〒059-0462
北海道登別市富浦町223-1

TEL: 0143-80-2233 FAX:0143-80-2232

代表者 代表取締役 伊藤　淳

設立

ホーム
ページ

1985年6月

http://rande.co.jp

製品の紹介
eco融雪システム「REメルト」

透水性無機環境性舗装材「ドライウェイ」

画像処理による高性能降雪センサーを用いた
高効率融雪制御システム「SMC-H」（特許取得）

事業内容

製品の紹介
遠赤外線融雪システム「解けルモ」

プラスチッククリーンエネルギー化「e-PEPシステム」

株式会社エルコム(札幌市）

会社概要

所在地

TEL
FAX

〒001-0010
北海道札幌市北区北10条西1丁目10番地1　MCビル

TEL：011-727-7003　FAX：011-727-7004

代表者 代表取締役　相馬　督

設立

ホーム
ページ

1991年4月5日

https://www.elcom-jp.com/

エルコムのコアヴィジョンは、Future for Earth。地球と人が共生する未来のために、パラダイムシフトの
発想で製品開発を行っています。海洋プラゼロを目指すクリーンオーシャンプロジェクトを展開し、第5回
ジャパンSDGsアワード特別賞を受賞。

①エネルギーシステム事業　
廃プラスチックの原料ペレット化や、自社内でのクリーンなエネル
ギー利用をご提案。
「e-PEPシステム」をオンライン展示。　

②環境ソリューション事業　
廃棄物のリサイクル率UPを減容でサポート。独自技術による小型
で使いやすい圧縮・減容・破砕機のご提案。　

③産業マシナリー事業　
環境負荷の少ない融雪システムや、寒冷地での車環境をサポート
する駐車場のご提案を通じて、持続可能なまちづくりを推進。
遠赤外線融雪システム「解けルモ」をオンライン展示。

三つの事業

株式会社キムラ(札幌市）

会社概要

所在地

TEL
FAX

〒060-8576
札幌市東区北６条東４丁目１番地７ デ・アウネさっぽろ6F

TEL: 011-721-4311　FAX:011-742-4714

代表者 代表取締役社長 木村 勇介

設立

ホーム
ページ

1951年１月

https://www.kimuranet.jp/

1946年（昭和２１年）の創業以来、当社は住宅資材総合商社として着実に歴史を築
いて参りました。 現在は住宅資材の卸売業、不動産事業のほか、子会社におけ
るホームセンターの経営、住宅足場リースなど、住まいに関する幅広い分野で事業
展開しております。
東日本大震災を経験した我が国では「サスティナブル」-持続可能性という言葉は
まさにお題目ではなく現実的に突き付けられた課題であります。住環境の改善は
今や単なる心地の良い住まいの実現というだけではなく、エネルギー、環境に
とっても重大かつ最優先の課題です。
当社は「高気密」「高断熱」「好換気」「好環境」の住宅資材を、30年以上、独自開発
して参りました。自然素材のプライベートブランド「Skog」（スコーグ）は、私たちに
しか作れない商品で住環境を改善することをご提案致します。環境にやさしく、快
適で高品質な住まいの実現を通して、日本の住宅環境を変えていきたいと考えて
おります。

事業内容

上場取引
従業員数

住宅資材を中心とした卸売
不動産賃貸
子会社によるホームセンター経営
子会社による建築足場レンタル
子会社によるガラス・サッシ・建具工事と施工
東京証券取引所　スタンダード市場
210名（パート・嘱託含む）  2022年4月1日現在

事業内容

製品の紹介
ダクトレス全熱交換型換気システム Air save エアーセーブ

バイオマスリサーチ株式会社(帯広市）

会社概要

所在地

TEL
FAX

〒080-0802
北海道帯広市東2条南4丁目10番地

TEL:０１５５-２６-０５８５　FAX:０１５５-６７-６３０７

代表者 代表取締役 菊池 貞雄

設立

ホーム
ページ

２００７年４月１７日

https://biomass-research.net

当社は、自治体や酪農家に対して、バイオガスプ
ラントの導入に必要な基礎調査から計画策定、設
計・施工管理といったコンサルティングサービス
を提供します。 
バイオガスプラントの導入により、家畜ふん尿

処理の労務軽減のみならず、エネルギー生産、臭
気・水質汚染等の環境対策、良質な肥料の生産、地
場産業の育成といったことが期待されます。 
そのため、当社は計画策定にあたっては、地域の

方々と協議を重ね、地域の資源を活用した地域の
活性化を支えるビジネス化を推進してきました。 
また、大学と連携し、良質な肥料である消化液の

自動散布と濃縮技術の確立によるスマート農業の
推進、肥料の自給化にも取り組んでいます。

事業内容

製品の紹介
個別型 バイオガスプラント 研究開発

集中型 バイオガスプラント

事業内容

製品の紹介
石狩厚田マイクログリッドシステム

低温排熱を利用する吸着材蓄熱システム メガストック®

高砂熱学工業株式会社(東京都）

会社概要

所在地

TEL
FAX

本　　社：〒160-0022 東京都新宿区新宿6丁目27番30号
札幌支店：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4-1-1 日本生命札幌ビル 6F

TEL：03-6369-8212（代表）　FAX：03-6369-9103（代表）

代表者 代表取締役社長COO 小島 和人

創立

ホーム
ページ

1923年（大正12年）11月16日

https://www.tte-net.com

人財

品質技術力
●既存技術の高度化と
　グローバルでの水平展開
●新技術、新工法開発
●再生エネルギー活用の
　研究・開発
●先進的技術に基づく
　新領域への事業開拓

●最高品質の快適空間の
　提供
●現場の生産性向上に向けた
　施工プロセスの変革
●協力会社との強固な
　パートナーシップの確立

●エンゲージメントの
　更なる向上
●人財育成・能力開発
●行動規範の制定・浸透
●ダイバーシティの推進

●ソリューションによる
　新たな顧客価値の創造
●顧客ニーズに則りかつ期待
　以上の提案・設計を提供
●顧客との信頼関係強化

顧客対応力

リニューアルリニューアル 研究開発研究開発

企画・設計企画・設計

調達調達

受注受注

施工施工維持管理維持管理

運用改善運用改善

メンテナンスメンテナンス

今年、100周年を迎える当社は『人の和と創
意工夫で社会に貢献』することを社是に、最高
の品質創りと創意工夫による技術開発、それを
可能とする人材育成に取り組んでまいりまし
た。

冷暖房設備工事会社として始まった当社は、
あらゆる用途の建物に対し企画から、設計・施
工・メンテナンス・運転管理そしてリニューアル
まで提供し、近年では脱炭素とレジリエンス強
化に寄与するマイクログリッド構築等に取り組

人の和と創意で社会に貢献
1.
2.
3.

最高の品質創りを重点に社業の発展を図り社会に奉仕する
全員の総意を発揮し顧客のニーズに対応した特色ある技術を開発する
人材育成と人間尊重を基本として人の和と品性を高揚する

経営理念

社　　是

事業内容

製品の紹介
太陽熱による地中熱ヒートポンプ採熱サイクル

正和住設株式会社(石狩市）

正和住設 森永エンジニアリング
森永エンジニアリング株式会社 札幌営業所(札幌市）

会社概要

一般住宅向けの電気・電化工事、暖房工事（セントラル・ヒートポンプ）、
換気・ロードヒーティング・太陽光発電・蓄電池・給排水工事等

◆高気密・高断熱住宅への取組
基礎断熱住宅の暖房方式として床下の土間コンクリートに温水パイプを施工して低温蓄熱
による理想的な低温輻射暖房を実現しました。

◆換気住宅・セントラル空調への取組
熱交換換気システムの採用により暖房・冷房時のロスを70％以上少なくします。
積水ハウス等年間250棟以上の施工実績があります。

◆スマート電化住宅・ソーラーについての取組
ヒートポンプ熱源機の利用によって、電気エネルギー1に対して2～3倍の熱エネルギーが
取り出せます。太陽光発電の取組も20年以上になります。

◆会社PR
住宅にかかわる設備全般を手掛けるオールマイティな技術者集団です。
当社なら暖房・空調・給排水・電気を総合的にコーディネートする事が可能です。

所在地

TEL
FAX

〒061-3206
北海道石狩市花川南6条4丁目244番地

TEL:0133-74-7003
FAX:0133-72-2170

代表者 代表取締役　新　　　力

設立

ホーム
ページ

昭和54年4月1日

https://seiwa-eco.net/info/

正和住設株式会社
所在地

TEL
FAX

〒060-0051 北海道札幌市中央区
南一条東1-3 パークイースト札幌4階

TEL：011-251-9811
FAX：011-251-9814

代表者 代表取締役社長　駒井 賢二

創業

ホーム
ページ

昭和46年2月

https://www.morieng.co.jp

森永エンジニアリング株式会社 札幌営業所

事業内容

製品の紹介
地中熱利用空調・換気システム  リブクール®

積水化学北海道株式会社(岩見沢市）

会社概要

所在地

TEL
FAX

本社：〒068-8668
北海道岩見沢市東町234番地

TEL: 0126-22-0801 FAX:0126-22-6649

代表者 代表取締役社長 福丸 文夫

設立

ホーム
ページ

1963年10月

http://sekisui-hokkaido.jp/

世界に誇る技術と品質をもつ「SEKISUI」を、北海道の暮らしと環境に活かすために生まれた、地域
密着型のモノづくり企業です。北海道の人々のくらしを支える環境・ライフラインカンパニーとして、
配管材・建材の製造販売、寒冷地対応の技術開発を通して地域のみなさまに愛される仕事を、日々
追求しています。

事業内容

製品の紹介
アイスシェルター（冬の冷気を貯蔵した氷室）

バイオガスプラント（家畜ふん尿処理施設）

株式会社土谷特殊農機具製作所(帯広市）

会社概要

所在地

TEL
FAX

本社：080-2461
帯広市西21条北1丁目3番地2号（西帯広工業団地）

TEL：0155-37-2161　FAX：0155-37-2751

代表者 代表取締役 土谷 賢一

設立

ホーム
ページ

1933年3月

http://www.tsuchiyanoki.com

弊社は昭和8年、北海道酪農の中心地帯広市で牛乳の輸送缶、
搾乳バケツの製造販売を始めました。以来、酪農機械に特化し時代
のニーズに即した、商品とサービスを提供しております。 

長年の経験と確かな技術、培われたノウハウを生かして、北海道
の地域特性と環境に適応したトータルシステムを提案し、国際化
に対応する酪農家と畜産公害のない、クリーンな北海道農業のため
に一層努力を続けております。 

また、近年は北海道の寒冷地気候を生かした自然冷熱エネルギー
利用のアイスシェルター、家畜排せつ物を再生可能エネルギー化す
るふん尿処理施設バイオガスプラントなどを開発・提供しており、
エネルギーの脱炭素化・イノベーションを推進しています。

製品の紹介
自己治癒コンクリートBasilisk

CarbonCure（低炭素コンクリート）

建設業界のサプライチェーン全体でのネットゼロに貢献

セメント・コンクリート産業に脱炭素の環を広げるプログラム
『aNET ZEROイニシアティブ』を推進

會澤高圧コンクリート株式会社(苫小牧市）

会社概要

事業内容

　コンクリート×テクノロジーの掛け算により新たな企業価値の創造に取り
組む当社は、セメント・コンクリート産業の脱炭素化に向けた取り組みを加速
させるプログラム『aNET ZEROイニシアティブ』を推進しています。

　プログラム参加社への脱炭素系テクノロジーの技術移転と普及、そしてワー
キンググループによる更なる炭素除去技術の開発を加速させます。　

　また、ブロックチェーンをベースとした改ざんを許さない炭素管理手法を確
立し、その情報を登録したNFTを発行することでGHG削減量を管理・公開する
ことができます。

所在地

TEL
FAX

〒053-0021
北海道苫小牧市若草町3丁目1-4

TEL: 0144-36-3131 FAX:0144-36-5750

代表者 代表取締役社長　會澤 祥弘

創業

ホーム
ページ

1935年4月

https://www.aizawa-group.co.jp/

事業内容

技術開発・実証の紹介
水素暖房器

株式会社土谷製作所(札幌市）

会社概要

所在地

TEL

本社　〒065-0042
札幌市東区本町2条10丁目2番35号

TEL:011-781-5883　FAX:011-783-7107

代表者 代表取締役社長 土谷 敏行

設立

ホーム
ページ

1927年7月

http://www.sapporo-tsuchiya.co.jp

●主な営業品目
●金属プレス成型一般
●長府製作所石油ストーブ
●パドックシステム 
●ウォーターカップ 
●スタンチョン 
●連動スタンチョン 
●電熱水槽
  「ウインターオアシス」

●ヒーティングカップ
●哺育用温水器「スモールオアシス」
●パイプストール各種
●割継手
●牛舎内施設
●酪農施設一般
●バルク・クーラー
●ニューアイスバンク方式「氷河」

●「氷河Ⅱ」
●密閉式直膨式
  バルク・クーラー
●セービングタンク

●事業内容
  ●農業用機械器具の製作販売

  ●牛舎並びに牧場施設の製作販売

  ●一般機械の製作販売

  ●暖房用ストーブの製造

創住環 TOMITA(札幌市）

製品の紹介
カスタムソーラー

カスタム太陽光発電システムプランナー
エネルギー／建設事業
住宅リフォーム工事

壁面太陽光発電システム
オフグリッド太陽光発電

壁面太陽光発電システム
オフグリッド太陽光発電


