
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 2506110001 山形県 株式会社飯塚製作所 高付加価値の短納期化とコストダウンを実現する生産管理システムの導入 山形銀行

2 2506110002 山形県 株式会社ヤマコン TVカメラ車による下水道管路施設調査事業 商工組合中央金庫

3 2506110003 山形県 有限会社田島製作所 パンチ・レーザ複合加工機を用いた多品種少量対応高効率加工技術の確立 きらやか銀行

4 2506110007 山形県 クリエス精機株式会社 5軸MCロボットシステムによる低コスト・短納期化、高効率金型生産 きらやか銀行

5 2506110008 山形県 三條物産株式会社 建築資材の新たな生産・流通システムの構築 商工組合中央金庫

6 2506110009 山形県 近賢織物有限会社 日本一のものづくりを実現する為の試作機の設備導入事業 米沢商工会議所

7 2506110011 山形県 株式会社片桐製作所 超硬合金の高精度特殊形状粉末プレス成形品の量産化 きらやか銀行

8 2506110013 山形県 株式会社かねふく佐藤商店 バイオ技術によるイカの未利用部位を原料とする新しい加工食品の開発 商工組合中央金庫

9 2506110014 山形県 株式会社マイスター 医療分野で使用される難削材専用切削工具の開発 山形銀行

10 2506110016 山形県 株式会社丸十大屋 超高温加熱処理殺菌法による品質向上及び生産効率の向上 山形銀行

11 2506110017 山形県 山形螺子工業株式会社 建機油圧コントロールバルブ用部品の高精度・高速評価検査システムの構築 きらやか銀行

12 2506110018 山形県 有限会社山田溶接工業 新型ベンドマシン導入による競合他社との優位性確立と受注拡大 荘内銀行

13 2506110022 山形県
株式会社サガエスイミングク
ラブ

高齢者向け介護予防事業への進出 株式会社旭ブレインズ

14 2506110023 山形県 株式会社高研 ３Dプリンターを活用したオーダーメイド医療機器の製作 荘内銀行宝田支店

15 2506110031 山形県 有限会社畑田鐵工所 最新鋭「ファイバーレーザ切断機」の導入による競争力と成長力の強化策 鶴岡信用金庫南支店

16 2506110034 山形県 有限会社渡辺鋳造所 異種材料の鋳ぐるみ技術の確立による鋳鉄品の付加価値向上 荘内銀行山形営業部

17 2506110036 山形県 有限会社渡辺製作所 ディーゼルエンジン特許噴射ノズルの高精度加工と生産能力の強化 荘内銀行天童中央店

18 2506110037 山形県 株式会社山口製麺工業 長期常温保存型商品の開発による付加価値創出と新たな販路開拓の取組み 荘内銀行山形営業部

19 2506110042 山形県 佐藤建設株式会社 日本初！土壌汚染を「現場で」土壌改良する革新的サービスへの参入 荘内銀行

20 2506110043 山形県 東北精機工業株式会社 金属ナノ材料製造開発とフレキシブル基板に対応した印刷技術の開発 山形銀行

21 2506110045 山形県 有限会社三羽製作所 新型産業ロボット増産に対応する加工機の増設 山形銀行

22 2506110049 山形県
三木パワーコントロール株式
会社

特殊ＣＮＣ加工機（旋削及び研磨加工）導入による織機向け電磁ブレーキ及び一般産
業機械向け電磁クラッチ・ブレーキの生産性の向上

税理士法人土田船越
事務所

23 2506110050 山形県 株式会社ザオウ製作所 順送プレス金型・精密プレス金型の短納期・低コスト化を目指した生産体制の構築 荘内銀行

24 2506110053 山形県 スズモト精密株式会社 高精度マシニングセンタ導入による車載用樹脂部品の製造工程短縮と新規部品獲得 荘内銀行

25 2506110057 山形県 有限会社三泰工業所 最先端医療機器製造のための高度な技術蓄積と試作対応への製造力強化 山形信用金庫

26 2506110060 山形県 有限会社広川製作所 樹脂切削加工の新たな加工ツールの試作開発 荘内銀行

27 2506110066 山形県 株式会社メタルプロダクツ 新型複合機導入による太陽光架台用鋼材加工の大量生産、精度向上、コスト削減 荘内銀行

28 2506110067 山形県 株式会社ニッタ エネルギー分散型蛍光X線分析装置導入による合金物質の価値向上への取り組み 山形銀行

平成２５年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業
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29 2506110069 山形県 株式会社水戸部酒造 高精度な温度制御等による海外向け新カテゴリーの日本酒開発 荘内銀行

30 2506110070 山形県 有限会社中條工機
複雑形状の小型製缶物溶接後の切削加工における生産技術と最適な生産体制の確
立

米沢信用金庫

31 2506110073 山形県
株式会社ニューテックシンセ
イ

供給機の開発によるデスクトップファクトリーへの取り組み 荘内銀行

32 2506110074 山形県 有限会社桐島機工 細長・長尺物の難加工材(ステンレス)の切削加工の技術確立と蓄積 米沢信用金庫

33 2506110076 山形県 富士工業株式会社 溶接と機械加工を含む精密構造物の短納期化と低コスト化の実現 荘内銀行

34 2506110078 山形県
エフ・エム・ピー・カンノ株式会
社

籾殻燃料発電・温風・薫炭装置の開発・製品化事業
松田純一税理士事務
所

35 2506110079 山形県 株式会社川崎精工 航空宇宙機器用の複雑形状加工が可能なマシニングセンタの導入 きらやか銀行

36 2506110083 山形県 株式会社朝日相扶製作所 木材の高度立体造形加工による新分野進出に向けた試作の取り組み 荘内銀行

37 2506110086 山形県 玉澤精機株式会社 製造ラインの自動化による生産性増強及び対海外競争工場計画 米沢信用金庫

38 2506110093 山形県 有限会社ヤマカワ電機産業 オーダーメイド型配電盤製造の短納期化及び小型化実現に向けた取り組み 米沢信用金庫

39 2506110094 山形県 田村技研工業株式会社 CNC自動研削盤導入による研削加工能力の向上と女性の人材登用 きらやか銀行

40 2506110098 山形県 有限会社シズカ技研 レーザー加工機導入による生産一元化の実現と生産技術・材料歩留の向上 きらやか銀行

41 2506110099 山形県 株式会社アサヒ技研 新型ベンディングマシン導入による工程短縮化及びコスト削減 山形銀行

42 2506110100 山形県 株式会社スガタ商事 塗料の調合作業のデジタル化 旭ブレインズ

43 2506110101 山形県 テクノ・モリオカ株式会社
高精度部分はんだ付け装置導入による医療機器用電子制御基板設計と実装技術の
開発

山形銀行

44 2506110104 山形県 株式会社小嶋総本店 果肉入りリキュールならびに梅酒テイスト飲料の開発と、殺菌設備の導入 山形銀行

45 2506110106 山形県 松岡株式会社 先端生産機械導入による航空機内装用システムの一貫生産体制の構築 荘内銀行

46 2506110110 山形県 伊藤電子工業株式会社 有機薄膜太陽電池製造の量産化に向けた、ダイコート法の確立 荘内銀行

47 2506110111 山形県
株式会社オートセンタースズ
ブン

車検業務の内製化による業務効率化と新工場増設計画 山形銀行

48 2506110116 山形県 山形化成株式会社 プラスチック製医療用検尿プレートの試作開発 商工組合中央金庫

49 2506110118 山形県 株式会社青葉堂印刷 環境に配慮したボール紙による製本（タンザック製本）を拡充・拡大する計画 山形銀行

50 2506110119 山形県 米沢放電工業株式会社 ジェットエンジン部品の高能率加工に向けた自由曲面への微細穴加工技術の開発 商工組合中央金庫

51 2506110120 山形県 株式会社高橋型精 新規採便シートの試作開発と、量産体制の構築 荘内銀行

52 2506110123 山形県 ヤマト特殊鋼株式会社
ガントリーローダ及び機内計測装置付ＣＮＣ旋盤導入による生産性向上及び高精度
化の実現

東京中小企業投資育
成株式会社

53 2506110136 山形県 株式会社太陽機械製作所 プリンタブル実装技術によるフレキシブルセンサの試作 山形銀行

54 2506110138 山形県 株式会社三洋 高速自動裁断機の導入による生産性向上と新規事業展開 山形銀行

55 2506110139 山形県 株式会社トーカイ 医療器機カメラ部に搭載される高性能フィルター等製品評価用の分光測定器の導入 きらやか銀行

56 2506110143 山形県 株式会社アーバンルック 超小ロット化、複雑立体造形加工等に対応した工程自動化による生産性の向上 荘内銀行
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