
（受付番号順）

受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

1 2606210253 山形県 有限会社寄清堂印刷
最新鋭印刷版画像処理機の導入で「生産効率３倍」「公害
ゼロ」「収益２倍」「売上３０％アップ」

山形銀行

2 2606210254 山形県 川西精密株式会社
航空機部品加工に要求される加工技術を向上させる旋盤
工程の新規設備導入

荘内銀行

3 2606210258 山形県 株式会社ツープラ技研 最新切削方法による超短納期金型パーツの開発 山形銀行

4 2606210259 山形県 有限会社広川製作所
樹脂切削加工後のバリレス・表面粗さ向上の為の加工技
術開発

山形銀行

5 2606210261 山形県 有限会社舟形マッシュルーム 最新設備導入による高付加価値商品の生産体制確立 山形銀行

6 2606210263 山形県 株式会社りんご苑
最新鋭の急速凍結機導入による新市場進出及び事業規
模の拡大

きらやか銀行

7 2606210265 山形県 月山酒造株式会社
最新式洗瓶機の導入による顧客ニーズの多様化への対
応強化

きらやか銀行

8 2606210266 山形県 株式会社菱沼
ベーパー回収型計量機導入による「環境低負荷・高安全・
低臭」な給油所の実現

山形銀行

9 2606210268 山形県 株式会社ソーカ 高耐熱鋳鉄製品の製造及び品質管理技術の高度化 山形銀行

10 2606210270 山形県 株式会社ザオウ製作所
最新ベンディングマシン導入による曲げの高精度・高生産
化を目指した生産体制構築

きらやか銀行

11 2606210272 山形県 有限会社木川屋本店
新しい独自の乾燥技術による「硬い骨まで食べられる一夜
干焼き魚」ライン構築と魚食普及

山形銀行

12 2606210273 山形県 株式会社感動ハウス
住宅のことなら任せて安心「ハウスドクターサービス」の提
供

山形信用金庫

13 2606210274 山形県 株式会社小堀製作所
今後需要が高まる高精細な映像技術に対応しうる光学レ
ンズ生産に係る機械装置の導入

山形銀行

14 2606210275 山形県 株式会社パルコモード
最新縮絨機を導入し、素材加工を実施し、高付加価値製
品を提供する。

米沢信用金庫

15 2606210276 山形県 株式会社若月印刷
個人情報宛名印字機の品質向上、スピードアップのため
のＬＥＤ－ＵＶ印字機の新設

山形銀行

16 2606210279 山形県 株式会社吉田製作所 高精度単品部品の超短納期対応の実現 山形銀行

17 2606210281 山形県 株式会社フジミ
小型ショットブラスト機の開発による、インライン完結生産
システムの革新

山形銀行

18 2606210282 山形県 有限会社矢口
老舗婚礼貸衣裳業だからここまで出来る！新時代の「結
婚相談所」事業

山形銀行

19 2606210284 山形県 弘栄設備工業株式会社
専用端末を用いた現場管理システムによる現場の効率的
な管理

山形銀行

20 2606210287 山形県 株式会社アトリエ・フォンティーヌ
多品種、小ロット対応及び、品質の均一化、工程平準化に
伴う生産量拡大

山形銀行

21 2606210289 山形県 ケイテック株式会社
ＬＰＧハイブリッド車の走行テストとコンピューター制御の効
率化と対応車種の拡大

株式会社エフアンドエム

22 2606210290 山形県 有限会社奥山メリヤス
自社ブランド成長に向けた「超ファインゲージとハンドメイド
縫製との融合」製品の高度化

荘内銀行

23 2606210295 山形県 有限会社イノウエ
建設機械部品の複合加工技術の確立と競争力強化への
取組み

荘内銀行
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24 2606210296 山形県 凌和電子株式会社
根域水温制御方式水耕栽培の運用コストを削減する制御
システムの提供

商工組合中央金庫

25 2606210297 山形県 ナカジマスポーツ
県内スポーツ店初、短納期・低価格でのオリジナルＴシャ
ツ製作事業

荘内銀行

26 2606210299 山形県 株式会社タマツ
庄内地域初の一般家庭向けマットレスクリーニングサービ
ス展開事業

荘内銀行

27 2606210305 山形県 株式会社アイコム
ＮＣ工作機械導入により、品質向上と、リードタイムの短
縮、生産性の向上を図る

山形銀行

28 2606210306 山形県 株式会社山谷洋装
縫製業における新素材・多品種生産に対応する裁断工程
の強化確立

きらやか銀行

29 2606210308 山形県 セブンズエレクトロ株式会社
屋外設備向けショットブラスト処理（金属表面処理）技術導
入による短納期の実現とコスト削減

きらやか銀行

30 2606210311 山形県 株式会社丸勝鉄工所
鉄骨二次部材加工（Ｃ形鋼・Ｌ形鋼）のマルチ加工化によ
る工程短縮と生産能力の向上

荘内銀行

31 2606210313 山形県 オオホリ建託株式会社
そば職人の焙煎技術を反映した日本初の蕎麦茶専用低
温焙煎機を開発し「ＳＯＢＡ　ＲＯＺＥ ＴＥＡ」を商品開発する

天口会計事務所

32 2606210316 山形県 株式会社カワサキ印刷
セキュリティー印刷加工による付加価値の提供と製造工
程短縮による短納期対応での顧客満足の向上

荘内銀行

33 2606210317 山形県 丸和熱処理株式会社
高周波熱処理装置による増産体制の確立と新たな市場獲
得

山形銀行

34 2606210318 山形県 明立工業株式会社
曲面形状鋳造技術確立とリードタイム軽減による生産効
率の向上

荘内銀行

35 2606210319 山形県 株式会社ニクニアサヒ
精密円筒研削盤導入によるバリ取り作業を無くしたポンプ
用羽根車の新製造方法の開発

きらやか銀行

36 2606210320 山形県 ルックス工業株式会社
新型自動巻線機導入によるコイル生産国内回帰の実現と
新規受注拡大

荘内銀行

37 2606210323 山形県 株式会社深藍
高速自動裁断機導入による特殊素材難加工製品の受注
拡大で増収増益を実現

荘内銀行

38 2606210325 山形県
パイプ・ラインエンジニアリング株式会
社

新工場建設による加工部門の特化 商工組合中央金庫

39 2606210327 山形県 株式会社石澤製作所
自社製作治具と高精度マシニングセンタ組合わせで航空
機部品加工の量産プロセス構築

きらやか銀行

40 2606210329 山形県 株式会社今野紙工
高感度カメラ搭載型検査機導入による検査の高度化と生
産プロセスの効率化

荘内銀行

41 2606210331 山形県 しのだ歯科医院
３Ｄ－ＣＴ連動歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭミリング装置導入による
生産性向上

株式会社旭ブレインズ

42 2606210334 山形県 有限会社ヤマカワ電機産業
一貫生産体制確立による短納期化実現及び新分野参入
に向けた高品質製品製造への取組

米沢信用金庫

43 2606210335 山形県 株式会社三協製作所
高速ロングプレス導入による医療・環境機器用長尺容器
端末成形の実現

きらやか銀行

44 2606210337 山形県 株式会社マルトモ
庄内麩の新乾燥機開発による高品質・高付加価値化とコ
スト削減の実現

荘内銀行

45 2606210338 山形県 有限会社冨樫製作所
自社開発製品（パンチングマシン）の量産化を実現するた
めの新規設備導入

米沢信用金庫

46 2606210344 山形県 有限会社ナカヤマ製作所
最新鋭ＮＣ旋盤導入による燃料電池車関連部品の製造実
現と市場の拡大

きらやか銀行

47 2606210345 山形県 テクノ・モリオカ株式会社
水質管理計測用のＴＯＣ（全有機体炭素量）管理計測器の
新規開発における制御基板の信頼性向上と製品化による
事業拡大

山形銀行

48 2606210354 山形県 有限会社佐藤ぶどう酒
山形から発信！！　県産りんごを用いて、ニーズに応える
オンリーワンのスパークリングワイン・ロゼの試作・販売

山形銀行
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49 2606210357 山形県 株式会社ミラノ・サンラインガーメント
高性能高速延反機導入による素材対応力の向上と高品
質品の生産拡大

荘内銀行

50 2606210358 山形県 ミクロンメタル株式会社
自動再生式純水製造装置の導入による高効率な製造プロ
セスの実現。

荘内銀行

51 2606210359 山形県 株式会社丸江製作所 旋盤複合機のサイズアップによる受注拡大 山形銀行

52 2606210362 山形県 有限会社渡部精機 社内ノウハウを活かした生産品目の増加と生産体制構築 米沢信用金庫

53 2606210363 山形県 株式会社ユニオン
全自動延反機導入での新素材対応力の強化による受注
拡大及び生産部門の生産性向上

山形銀行

54 2606210364 山形県 株式会社ウエノ
コモンモードチョークコイル（１０Ａ～２０Ａ）組立・検査プロ
セスの自動化・装置開発

出羽商工会

55 2606210372 山形県 みよし工業有限会社
レーザー溶接機を用いた新工法による効率化、及び受注
拡大

山形銀行

56 2606210373 山形県 株式会社三ツ矢
新マスク方式連続微細スポットめっき装置導入による生産
性向上と売上拡大

山形銀行

57 2606210374 山形県 出羽桜酒造株式会社
原料処理工程の改善による品質の向上と新商品開発の
取り組み

山形銀行

58 2606210378 山形県 株式会社ドリームゲート
フィットネスと医療の連携によるエビデンスに基づくプログ
ラムの開発・提供

荘内銀行

59 2606210379 山形県 株式会社山形ミートランド 高濃度オゾン温水生成装置の開発 荘内銀行

60 2606210384 山形県 株式会社茶勘製菓
県内農業者の収益力アップをサポートするスイーツの受
託製造

税理士成田邦夫事務所

61 2606210388 山形県 株式会社カナック
画像測定機導入による多品種・複雑形状超硬合金部品の
高効率生産システムの開発

米沢信用金庫

62 2606210389 山形県 株式会社グローバルマシーン
高速マシニングセンタ導入による生産効率向上・低コスト
化の実現と受注先拡大

きらやか銀行

63 2606210391 山形県 株式会社須藤製作所
精密溶接部材の新規受注を目指す為のファイバーレー
ザーハンディ溶接装置の導入

山形銀行

64 2606210395 山形県 株式会社朝日相扶製作所 厚みにバラつきのある木材の高精度加工への取り組み 山形銀行

65 2606210399 山形県 株式会社山口製作所 高精度ワイヤー放電加工機導入による新分野参入 米沢信用金庫

66 2606210402 山形県 有限会社高梨製作所
射出成形機のスクリュー清掃機導入によるコンタミ不良低
減と生産性の向上

山形銀行

67 2606210403 山形県 株式会社サトー住販
耐震、省エネ性能を備えた木造の長期優良住宅部材供給
システム構築に資する設備投資計画

山形信用金庫

68 2606210407 山形県 株式会社ＩＭＵＺＡＫ
世界初、ホログラム像を再生する光学素子の開発、事業
化

山形銀行

69 2606210409 山形県 有限会社阿部自動車
庄内初の環境対応型塗装設備導入による高品質技術構
築と競争力強化

荘内銀行

70 2606210412 山形県 株式会社タフライト
天然鉱物モンモリロナイトを利用した土壌改良材のペレッ
ト化による商品力強化

米沢信用金庫

71 2606210414 山形県 株式会社フィールドソーイング
新型繊維加工機導入による、国産天然繊維素材を使用し
た日本製衣料の輸出拡大

荘内銀行

72 2606210415 山形県 株式会社寺嶋製作所 生産機械用ファスニング部品の生産工法の確立 きらやか銀行

73 2606210416 山形県 株式会社イーデーエムワークス
工作機械の自動化による微細金型製造の確立及び航空
部品分野への進出

山形信用金庫
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74 2606210417 山形県 株式会社サンファミリー
新型自動裁断機導入による難素材対応と小ロット対応強
化による輸出拡大

山形銀行

75 2606210420 山形県 株式会社インテルノ
多機能ＮＣルーター導入による、表面文字彫刻加工分野
への参入および、新規顧客の開拓

山形銀行

76 2606210421 山形県 有限会社笹木製作所
鋳型用砂処理工程の最適化による製品の品質向上およ
び生産性向上事業

山形信用金庫

77 2606210424 山形県 南館歯科クリニック
歯科用ＣＴを用いた安全、安心で高精度な革新的インプラ
ント治療法の開発

山形銀行

78 2606210425 山形県 株式会社ヤリミズ自動車
年間１５００時間のロス削減！最新設備導入による指定工
場化で効率と顧客満足度ＵＰ！

山形銀行

79 2606210426 山形県 畑中特殊バルブ工業株式会社 高性能複合機導入による新規の生産体制構築 山形銀行

80 2606210427 山形県 有限会社カイセイカンパニー 介護予防実現のための機器導入による新サービスの提供 荘内銀行

81 2606210434 山形県 ナカタ電機株式会社
高精度・短納期要求に対するフレキシブルブランクシステ
ムの確立

高畠町商工会

4／4


