平成３０年度補正 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 １次公募
山形県採択案件一覧（145者）
（受付番号順）
受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

1 3006110002

山形県

城西牛乳株式会社

1390001002724

2 3006110003

山形県

株式会社マルトモ

6390001006794

3 3006110012

山形県

有限会社そば処庄司屋

8390002001553

4 3006110013

山形県

ネクスト環境コンサルタント株式会社

8390002014126

5 3006110001

山形県

株式会社エコー

5390001006093

6 3006110004

山形県

スズモト株式会社

2390001007961

7 3006110005

山形県

株式会社ウエルランド

6390001011010

8 3006110006

山形県

サラヤ株式会社

1390001011790

9 3006110008

山形県

日本刃物株式会社

4390001010039

10 3006110009

山形県

株式会社中央特殊興業

4390001001236

11 3006110011

山形県

さとう農園株式会社

1390001000752

12 3006110015

山形県

大東精密株式会社

4390001004800

13 3006110016

山形県

有限会社保科機工

5390002014698

14 3006120017

山形県

弘栄設備工業株式会社

3390001000569

15 3006120018

山形県

株式会社共進精機

8390001014424

16 3006120020

山形県

株式会社ザオウ製作所

3390001004768

17 3006120023

山形県

株式会社ミューコス

8390001004607

18 3006120025

山形県

有限会社タテグサトウ

7390002007618

19 3006120026

山形県

株式会社長浜建設

2390001006468

20 3006120027

山形県

株式会社島津鈑金製作所

3390001010386

21 3006120030

山形県

株式会社匠屋

9390001005942

22 3006120031

山形県

六歌仙酒造協業組合

7390005005619

23 3006120034

山形県

株式会社パオラレディ

4390001011887

24 3006120035

山形県

仮設機材工業株式会社

2390001006138

25 3006120036

山形県

株式会社山形樋口製作所

1390001010702

26 3006120037

山形県

株式会社鈴木製作所

3390001000957

27 3006120038

山形県

ユーキ食品株式会社

3390001009503

28 3006120039

山形県

金山ケミテツク株式会社

8390001008789

29 3006120040

山形県

山形螺子工業株式会社

1390001009158

30 3006120042

山形県

株式会社東海林製作所

8390001004499

31 3006120043

山形県

有限会社三泰工業所

8390002015801

32 3006120044

山形県

有限会社舟形マッシュルーム

8390002011429

33 3006120045

山形県

株式会社メカニック

4390001006623

34 3006120047

山形県

有限会社熊谷伊兵治ナメコ生産所

3390002011202

35 3006120048

山形県

有限会社大滝商店

2390002009148

36 3006120049

山形県

有限会社海藤製作所

1370002012922

37 3006120051

山形県

有限会社秀鳳酒造場

4390002001276

38 3006120052

山形県

世田谷精機株式会社

4012301001325

39 3006120053

山形県

サンリット工業株式会社

7390001011067

40 3006120054

山形県

有限会社明山製作所

1390002011583

41 3006120056

山形県

有限会社シズカ技研

1390002001353

42 3006120057

山形県

有限会社渡辺工作所

7390002003369

43 3006120059

山形県

有限会社ワイ・エム・シー

8390002003145

44 3006120062

山形県

株式会社三協製作所

2011701003346

45 3006120063

山形県

伊藤鉄工株式会社

6390001007462

46 3006120065

山形県

株式会社片桐製作所

7390001004731

47 3006120067

山形県

有限会社菅井製作所

8390002005983

48 3006120068

山形県

加藤嘉八郎酒造株式会社

9390001007526

事業計画名
最新型細菌数／体細胞数測定装置の導入により短時間で
バラツキの無い検査の強化
最新型麩吐出装置の導入による製造の自動化と売上拡大
の実現
最新型高温高圧調理機導入によるそばつゆ製造と減塩商
品等の開発による売上拡大
新型ＩＣＰ発光分光分析装置導入による新規分野サービスの
展開と業務効率化
最先端加工設備の導入により、高品質かつ高効率な製造ラ
インを構築し特注家具の受注拡大を図る
スタータ増産に伴う最新型製品取出しロボット装置導入によ
る生産性向上
森林整備の一貫したサービスと木材の有効活用による付加
価値の向上
高性能計量包装機による食品需要多様化への対応と新製
品開発
高剛性マシニングセンター導入による船舶用基幹部品製作
の効率化
最新型空冷式ブロア搭載強力吸引装置導入による、東北初
夜間汚泥収集の新サービス展開
繁忙期の市場拡大を目指すため、コンピュータースケールの
導入による増産と労働生産性の向上
最新型ワイヤ放電加工機導入による大型ナンバープレート
用金型製造と市場拡大
高精度マシニングセンタ導入による加工技術の向上と品質
検査工程の効率化
異径対応配管移動ロボットを用いた設備診断システムの開
発と新サービスの提供
ワイヤ放電加工機導入による複雑形状や超硬部品の高精
度加工技術の開発
最新サーボタップ機導入で金型内のタップ加工による短納
期と売上拡大
５軸加工機の加工条件探索と波形解析による高精度加工の
確立
最新型ＮＣ加工機導入による建具・家具製造の効率化と、新
商品開発による売上拡大の実現
ＩＣＴを活用した施工技術推進のための設備投資
最新型ベンディングマシン導入し加工プロセス改善による生
産性向上
自動開先機導入による配管用パイプ加工の生産効率の向
上、市場拡大
高性能搭載タンクを用いた仕込・貯蔵の実現により、円滑な
酒造の構築を図る
半自動縫製機導入での短納期、小ロット対応ライン構築によ
るＥＣ向け製品への対応
アーク溶接ロボットの導入によるｂＤパイル製造に係る新分
野進出及び生産性向上事業
ＮＣユニットワーカー設備導入による自動車部品等治具の製
造実現と市場拡大
高性能ＣＮＣ自動旋盤導入での生産能力増強による需要対
応強化
最新型竪型袋詰真空包装機の導入で作業時間短縮による
売上拡大の実現
衛星関連部品受注拡大に向けた最新塩水噴霧試験機導入
による競争力強化
５軸小型マシニングセンター導入による迅速な試作対応から
の受注拡大
高性能バリ取り装置導入による生産性の飛躍的改善と販路
拡大
金属切削部品洗浄のための真空洗浄乾燥機導入による生
産性向上、環境負荷低減事業
マッシュルームの旨みを最大に引き出した乾燥マッシュルー
ムカップスープ製造事業
最新型自動切断機を導入し、鉄鋼の精密切断による加工効
率の向上と売上拡大
計量包装作業の生産性向上と自動化計画

認定支援機関名
株式会社荘内銀行
株式会社荘内銀行
株式会社荘内銀行
株式会社山形銀行
株式会社山形銀行
株式会社山形銀行
米沢信用金庫
株式会社山形銀行
株式会社荘内銀行
株式会社荘内銀行
株式会社山形銀行
株式会社荘内銀行
株式会社山形銀行
株式会社山形銀行
米沢信用金庫
株式会社荘内銀行
株式会社きらやか銀行
株式会社荘内銀行
株式会社山形銀行
株式会社山形銀行
株式会社きらやか銀行
株式会社山形銀行
株式会社きらやか銀行
株式会社商工組合中央金庫
株式会社きらやか銀行
株式会社きらやか銀行
株式会社荘内銀行
新庄信用金庫
株式会社山形銀行
株式会社きらやか銀行
山形信用金庫
株式会社山形銀行
山形県商工会連合会
株式会社山形銀行

水銀使用製品（蛍光管・乾電池）の適正処理における新たな
リサイクルシステムの構築による課題解決型サービスの提 株式会社山形銀行
供
ＣＮＣ旋盤機（自動棒材供給機付き）の導入による生産性向
株式会社山形銀行
上と新規顧客開拓
低アルコール清酒の新規開発と量産化による国内外の市場
株式会社山形銀行
開拓
低周波振動切削による新規歯科用医療機器の量産化
２面ターンテーブルマシニングセンタ導入による複雑形状の
高精度鍛造品の生産性向上
高性能マシニングセンタ導入による生産性向上と新規分野
の受注拡大
バリ・ドロス・鋭角除去作業の機械化による作業効率と付加
価値の向上
「置くだけで測れる」ＣＮＣ画像測定器導入による検査の効率
化
食品機械搭載部品の表面処理技術高度化とバフ研磨の作
業標準化による多能工化推進
大型自動ロール機導入による長尺・缶底付容器の独自成形
技術の確立と品質向上
ワイヤカット放電加工機と工具管理システムの導入による、
小物から大物まで幅広い加工に対応する生産体制の確立
ＣＩＰ装置導入による超硬合金素材の高精度成形及び生産
性向上並びに原材料歩留まり改善
高機能測定器の導入による高級バイク部品検査工程の高
精度化と生産性向上
瓶詰めラインの革新による競争力強化と搾りたてフレッシュ
な生酒の業界先駆けとなる海外展開

城南信用金庫
株式会社きらやか銀行
株式会社山形銀行
株式会社きらやか銀行
株式会社きらやか銀行
株式会社きらやか銀行
株式会社きらやか銀行
株式会社荘内銀行
株式会社きらやか銀行
米倉博彦
株式会社荘内銀行

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名
角度式動力折曲機の導入による加工能力向上・精度安定の
実現と新規販路・雇用拡大
最新型パイプベンダーの導入で、災害に強いビニールハウ
スの製造による売上拡大
樹脂版印刷プロセスの改善による品質向上と工程削減によ
る低価格での短納期対応体制の確立
品質管理試験機の導入によるコンクリート補修工事の業務
効率化と受注拡大
高精度ＣＮＣ旋盤と測定器導入による精密加工の効率化の
技術開発と受注拡大
医療向け、高精度・高半球率レンズ加工とフレキシブルな生
産体制の新構築
最新型一包化監査支援システムの導入による来店客の待ち
時間の短縮より充実した服薬指導を実施
新規製造設備導入による高付加価値清酒の生産性向上と
輸出拡大
高性能Ｘ線回折装置と新顕微鏡導入によるアスベスト調査
の迅速化と売上拡大
行動計測ＩｏＴシステムの導入による組立工程の見える化及
び作業効率化

認定支援機関名

49 3006120070

山形県

吉田トタン工事店

50 3006120072

山形県

株式会社三洋

3390001008042

51 3006120073

山形県

株式会社カワサキ印刷

5390001009815

52 3006120074

山形県

置賜建設株式会社

1390001009785

53 3006120075

山形県

ザオウプレシジョン有限会社

6390002006835

54 3006120076

山形県

株式会社鶴岡光学

4390001007340

55 3006120079

山形県

有限会社メディカほし薬局

4390002011028

56 3006120080

山形県

合資会社後藤酒造店

1390003000817

57 3006120081

山形県

株式会社理研分析センター

4390001007877

58 3006120085

山形県

日本フイルター株式会社

4020001007815

59 3006120087

山形県

株式会社能率機械製作所

1011701006341

プレス機械部品の精度の向上と生産性向上

山形中央信用組合

60 3006120088

山形県

東北物流株式会社

1390001010009

半導体製造向け新クリーニングシート（紙枠）の開発

株式会社山形銀行

61 3006120089

山形県

有限会社ファッション四季

4390002010285

62 3006120090

山形県

フジマシン工業株式会社

6390001001671

63 3006120092

山形県

精英堂印刷株式会社

9390001009943

64 3006120097

山形県

有限会社昭工芸

6390002001349

65 3006120098

山形県

有限会社ウッド・クラフト

6390002010754

66 3006120100

山形県

有限会社コマツ精機

5390002014888

67 3006120102

山形県

株式会社広川製作所

1390002013299

68 3006120103

山形県

株式会社山形ピッグファ一ム

1390001005009

69 3006120104

山形県

大山精機

70 3006120106

山形県

富士電子株式会社

4390001001657

71 3006120107

山形県

武田紙工株式会社

6390001001085

72 3006120109

山形県

米沢放電工業株式会社

2390001010247

73 3006120110

山形県

株式会社鈴木製粉所

6390001000979

74 3006120112

山形県

株式会社マキーナ

9390001005505

75 3006120113

山形県

米鶴酒造株式会社

8390001010456

76 3006120114

山形県

太熱工業株式会社

9390001006379

77 3006120115

山形県

株式会社シバテック

2390001014108

78 3006120116

山形県

株式会社アイシン精機

4030001019982

79 3006120118

山形県

有限会社寺西製作所

6390002011686

80 3006120121

山形県

有限会社永沢製作所

9390002011881

81 3006120122

山形県

酒田水産物協同組合

4390005002949

82 3006120124

山形県

さいとう矯正歯科

83 3006120127

山形県

株式会社マルニ建工

2390001011179

84 3006120129

山形県

有限会社高榮工業

5390002012826

85 3006120131

山形県

有限会社たんばや製菓

3390002008859

86 3006120132

山形県

有限会社瀬野製作所

9390002011675

87 3006120133

山形県

プレファクト株式会社

3390001009619

88 3006120134

山形県

ゴトウデンタルテクノロジー

89 3006120135

山形県

株式会社平野屋

8390001011157

90 3006120137

山形県

株式会社丸勝鉄工所

9390001011180

91 3006120138

山形県

東北物産株式会社

1390001014983

92 3006120139

山形県

株式会社大風印刷

9390001000308

93 3006120140

山形県

有限会社マエダ

7390002011727

94 3006120142

山形県

株式会社東北エヌイーエレクトロ

9390001010422

95 3006120143

山形県

株式会社四釜製作所

5390001011085

96 3006120145

山形県

株式会社高橋洋装

2390001007185

97 3006120150

山形県

株式会社サカタフーズ

6390001006869

98 3006120151

山形県

株式会社庄内クリエート工業

3390001007382

最新型刺繍機械導入による生産性向上と付加価値製品に
よる売上拡大
５軸マシニングセンター導入による生産性向上と受注機会拡
大
新型印刷品質検査装置の導入による印刷品質の向上と製
造コストの削減
新型工作機による木製家具の生産向上と技術継承による人
材育成
最新型接着機を用いた特注家具製作における工程短縮と生
産性向上の実現
全自動三次元座標測定機の設備導入と自社開発による品
質保証の確立
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ／ＰＤＭ（一元管理システム）導入による
超少量多品種生産体制の強化向上
「舞米豚」の生産管理システムの開発・導入による生産管理
の一元化と売上拡大
ワイヤー放電加工機の導入による高精度・短納期生産体制
の確立と新たな加工プロセスへの挑戦
最新鋭基板外観検査機導入による生産性向上と市場拡大
低コスト高性能印刷機の導入で高利益製品へ転換による円
滑な事業承継
最新型精密ＣＮＣ成形研削盤の導入で半導体封止金型部品
の高精度加工と短納期の実現
そば粉に含まれるデンプン粘度特性の分析による製粉品質
管理と生産工程管理手法の確立
最新型ＮＣ旋盤機導入による難素材を使用した接続管の製
造と売上拡大の実現
糖類・添加物不使用の「まほろばの甘酒」の高度化とＥＣ戦
略による新たな販売展開
最新型建築設備ＣＡＤ導入によりダクト製作一貫化で競争力
強化と売上拡大
海外部品の代替品製造能力向上による生産ライン一括管理
化計画
管理システム導入で管理体制の強化と最新形状測定器の
導入で品質評価の強化
最新型大型クレーン導入により作業工程の効率化を図り売
上拡大を実現する
高性能ＮＣ旋盤導入による生産性向上計画と新規取引先の
獲得
最新型発泡スチロ－ル減容機導入による高年齢作業者の
身体的負担軽減と生産性向上
歯並びの形状、顔貌、骨格をデジタル化することによる革新
的な歯科矯正治療の確立
リップソー及び直角二面鉋盤導入による生産性向上と作業
環境の改善
最新ワイヤー放電加工機導入と新治具開発と生産計画改
善による加工精度と稼働率向上
最新小型横ピロー包装機の導入で、小容量パック商品の開
発による売上拡大
複合ＣＮＣ旋盤の増設による工程集約化および受注拡大に
伴う生産性向上計画
ウルトラファインバブルを用いた研削界面の抵抗削減による
高効率・高精度研削
最先端ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による高品質・高精度の歯冠物の
製造と歯冠物の地産地消の実現
連続式玉こんにゃく炊き上げライン導入による生産性向上並
びに新商品開発
最新型レーザー切断加工機導入によるコスト低減と生産能
力の向上
高機能ドローンの導入による除草剤等散布サービスの生産
性向上
レーザー加工機の導入による高付加価値商品の提供と内
製化に伴う品質向上及び納期短縮
ＣＮＣ旋盤導入と新生産体制確立による、増産受注および新
分野受注の取込み
生産管理システムと最新鋭検査機導入による見える化と生
産性向上
ＥＶ用角型二次電池製造装置の受注拡大に向けた原価低
減技術の確立
最新型縫製機器導入による高級衣料の生産効率の向上と
インバウンド需要への取組み
美味しく安心安全な無添加製法製品の生産性向上による売
上拡大
ＲＦノイズの測定器導入による品質向上並びに短納期化実
現と顧客満足度の向上

株式会社きらやか銀行
株式会社荘内銀行
株式会社きらやか銀行
株式会社山形銀行
株式会社きらやか銀行
株式会社山形銀行
株式会社荘内銀行
株式会社山形銀行
株式会社荘内銀行
東京中小企業投資育成株式会社

山形県商工会連合会
株式会社山形銀行
株式会社山形銀行
株式会社山形銀行
北郡信用組合
株式会社きらやか銀行
株式会社山形銀行
株式会社荘内銀行
株式会社山形銀行
株式会社山形銀行
株式会社山形銀行
株式会社荘内銀行
株式会社きらやか銀行
株式会社荘内銀行
株式会社山形銀行
株式会社荘内銀行
株式会社きらやか銀行
株式会社荘内銀行
株式会社荘内銀行
株式会社山形銀行
株式会社山形銀行
株式会社山形銀行
米沢信用金庫
株式会社きらやか銀行
株式会社荘内銀行
株式会社山形銀行
株式会社山形銀行
株式会社山形銀行
株式会社山形銀行
株式会社荘内銀行
斎藤栄一
株式会社山形銀行
株式会社山形銀行
株式会社山形銀行
米沢信用金庫
株式会社山形銀行
株式会社山形銀行
株式会社きらやか銀行

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名
最新型亜鉛バレルメッキ装置導入による自動車部品受注体
制の構築と売上拡大の実現
新型全自動ユニットワーカーを導入し、加工の工程を減ら
し、加工時間の短縮を実現
熱圧着装置導入により圧着ハガキ分野に新規参入して売上
増を目指す
デジタル技術導入による半導体信頼性評価試験の革新と生
産性向上
精密平面研削盤導入での加工精度・生産性向上による売上
げの増加
感激を届ける日本酒へ！超最短しぼりたて生酒による絶対
的ファンづくり
高性能立形マシニングセンタの導入で複雑加工物の生産と
新規分野への進出
検査工程の高精度化・高速化による生産性向上と新市場開
拓
最新型パステライザー等の導入と生産体制の見直しにより
売上拡大を実現

認定支援機関名

99 3006120152

山形県

東亜メッキ株式会社

7390001001340

100 3006120153

山形県

株式会社メタルプロダクツ

9390001009027

101 3006120154

山形県

寒河江印刷株式会社

2390001011815

102 3006120155

山形県

コペル山形株式会社

7390001009870

103 3006120157

山形県

株式会社ナガオカ

6390001009434

104 3006120159

山形県

千代寿虎屋株式会社

3390001012218

105 3006120160

山形県

有限会社イノウエ

3390002011598

106 3006120164

山形県

株式会社佐竹成型

4390001011243

107 3006120167

山形県

有限会社ビックエフ商会

5390002013295

108 3006120168

山形県

株式会社プライド・トゥ

6390001004204

109 3006120170

山形県

須川工業株式会社

7011801008884

110 3006120171

山形県

株式会社柏倉設備工業

3390001012143

111 3006120178

山形県

株式会社ファイン

2390001010932

112 3006120181

山形県

ＫＡＷＡＤＡ理研株式会社

2390001008233

113 3006120182

山形県

黒沼製作所

114 3006120183

山形県

有限会社佐藤ぶどう酒

3390002014312

自動充填機導入によるワインの生産性向上と原料不足解消 株式会社山形銀行

115 3006120184

山形県

有限会社大山ボデー

8390002009167

自動車の損傷箇所を数値化することにより、正確な修理と時
株式会社荘内銀行
間短縮の新サービスを提供する

116 3006120185

山形県

株式会社ＩＫＥＤＡ

2390001014685

建物画像診断の効率化、高精度化による顧客満足度向上

117 3006120189

山形県

田村牛乳

118 3006120190

山形県

東邦ボデー株式会社

2390001011864

119 3006120192

山形県

株式会社ミールサービス

5390001005228

120 3006120193

山形県

松山酒造株式会社

8390001007254

121 3006120194

山形県

スズキハイテック株式会社

6390001000954

122 3006120196

山形県

株式会社タスクフーズ

3390001010519

123 3006120197

山形県

今間畳店

124 3006120198

山形県

芳野ＹＭマシナリー株式会社

4030001020825

125 3006120199

山形県

株式会社富士ソーイング

9390001008870

126 3006120201

山形県

わたなべ矯正歯科医院

127 3006120203

山形県

株式会社佐藤鉄筋

4390001011301

128 3006120207

山形県

金山コネクタ株式会社

1390001008787

129 3006120208

山形県

株式会社サンスタイル

4390001007571

130 3006120209

山形県

株式会社ワイ・エッチ・エス

8390001010729

131 3006120213

山形県

有限会社畑田鐵工所

5390002009681

132 3006120220

山形県

有限会社桜井木工

6390002005449

五軸式ＮＣルーター導入の製作工程短縮による生産性向上 北郡信用組合

133 3006120221

山形県

結城歯科医院

134 3006120227

山形県

株式会社小屋酒造

9390001008714

135 3006120228

山形県

株式会社伊藤精機

9390001005125

低被ばくＣＴと気道解析用３Ｄソリューションを用いた睡眠時
株式会社荘内銀行
無呼吸症患者への新たな治療法の実現
ドローン利用による直播栽培米を使用した高品質製品の製
株式会社荘内銀行
造体制の構築
マシニングセンタ及び画像寸法測定器導入による、生産性
山形信用金庫
向上計画

136 3006120229

山形県

株式会社セイノコーポレーション

9390001001025

世界最高品位のローゲージニットウェアの量産化実現

137 3006120230

山形県

株式会社ユニオン

7390001007874

世界初ＡＩ搭載新型ＣＡＭ導入による高効率生産の実現と素
株式会社山形銀行
材対応力強化での輸出拡大

138 3006120234

山形県

朝日金属工業株式会社

1390001010990

アモルファス金属のプレス製品技術開発と生産性向上

139 3006120237

山形県

有限会社テイエム高橋木工

2390002006260

140 3006120241

山形県

有限会社小林自動車

3390002010253

141 3006120243

山形県

有限会社肉のさかの

8390002013227

142 3006120244

山形県

株式会社ムトウ

8011701007754

143 3006120248

山形県

有限会社自動車美装もみぢ

6390002005481

144 3006120254

山形県

株式会社ＩＢＵＫＩ

3010701009807

145 3006120256

山形県

株式会社最上川環境技術研究所

8390001011371

産業ドローン導入による包括的多角化の展開

株式会社荘内銀行
株式会社荘内銀行
株式会社山形銀行
株式会社山形銀行
株式会社山形銀行
株式会社山形銀行
株式会社荘内銀行
米倉博彦
株式会社荘内銀行
株式会社山形銀行

新測定機導入による検査工程効率化を契機としたＦＢ加工
米倉博彦
技術向上
大口径パイプ切断機導入による配管加工の品質向上とリー
株式会社きらやか銀行
ドタイム短縮
常温の米沢牛コンビーフの開発・製造・販売による売上拡大 株式会社荘内銀行
最新型小型高速モジュラー実装機導入で生産効率化による
株式会社荘内銀行
利益拡大
最新型ＣＮＣ旋盤の導入による切削工程の効率化と売上拡
株式会社荘内銀行
大の実現

山形県庄内産１００％生乳を使ったチーズづくりの新規事業
による売上拡大
新規スポット溶接機導入による自動車修理の効率向上と売
上拡大
システム改善と印字機導入により生産プロセスの合理化を
図る
高品質商品の量産化のための工程改善による売上拡大の
実現
自動マスキング装置導入によるインジェクター部品めっき前
工程の生産性向上
ガス置換シーラー包装機導入による地域資源の高品質・高
付加価値なカップ惣菜の試作品開発
最新框縫機導入による薄畳等の多品種畳生産工程確立と
畳事業の拡大
マシニングセンタ新規設備導入による社内一貫生産体制の
確立事業
最新型全自動裁断機導入に伴う、柄合わせと裁断の効率化
による売上拡大
歯科用ＣＴならびに画像診断ソフト導入による診断の迅速化
と、診断精度の向上、低被曝線量の実現
最新鉄筋自動曲げ機の導入で、住宅建設等の民間需要に
対応し売上拡大
自動車用精密部品の静圧高速センタレスグラインダによる
生産性向上
最新型自動裁断機・自動縫製機導入よる国産天然繊維を用
いた高級日本製衣料の輸出拡大への取組み
マシニングセンタ導入による精度向上で産業用機械製造オ
ンリーワン企業としての地位確立
最新鋭レーザパイプ加工機導入による競争力強化と働き方
改革実現

ＮＣルーター導入による作業工程の短縮・精度向上による業
務多様化への取組
民間整備工場初となるポイントサービス導入による売上拡
大
米沢牛加工作業の先端設備導入による合理化と鮮度向上
による売上拡大
最新三次元ＣＡＭシステム導入による当社独自技術金型の
設計製造の高効率化
環境配慮型塗装技術および総合調色管理システムの導入
による生産性向上
最新ＤＢ技術を活用した金型業務システム開発による生産
性向上
三次元測定機導入による品質の安定化と生産性の向上

株式会社山形銀行
株式会社荘内銀行
株式会社山形銀行
米沢信用金庫
株式会社荘内銀行
株式会社山形銀行
株式会社きらやか銀行
株式会社山形銀行
米沢信用金庫
株式会社荘内銀行
米沢信用金庫
株式会社荘内銀行
新庄信用金庫
株式会社山形銀行
米沢信用金庫
鶴岡信用金庫

奥山享

株式会社山形銀行
山形信用金庫
株式会社荘内銀行
株式会社荘内銀行
増田考邦
ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社
株式会社山形銀行
株式会社山形銀行

