
No. 申請者名称 所在地 事業類型 事業計画名

1 株式会社トップシステムエンジニアリング 尾花沢市 事業者支援型 テレビ会議システムに伴う部署間連携強化とテレワーク環境の整備

2 渋谷税務会計事務所 山形市 事業者支援型 タブレット利用によるＷｅｂ会議体制の強化と生産性向上

3 株式会社吾妻スポーツ 米沢市 事業者支援型 ＰＯＳシステム導入によるデジタル化推進と業務効率化

4 有限会社蝶谷 大江町 事業者支援型 本支店間のリモート環境整備とＳＮＳ活用推進

5 さくらん坊やの鈴木さくらんぼ園 鶴岡市 事業者支援型 業務効率化と信頼性向上を目的としたクラウド連携システムの構築

6 株式会社タカハタ電子 米沢市 事業者支援型
既存見積もり自動認識によるデーターベース化及びそのオンライン
検索システムの構築

7 山形県電気工事工業組合 山形市 企業グループ支援型 Ｗｅｂ会議システム構築による情報連携と講習会の開催

8 アサヒ電器工業株式会社 鶴岡市 事業者支援型
生産管理業務の効率改善およびオンライン会議モニター導入による
営業力強化

9 有限会社平田建築設計 天童市 事業者支援型 コロナ禍における働き方の見直し計画

10 有限会社千山閣 鶴岡市 事業者支援型 モバイルオーダー・自動釣銭機導入による非接触業務の強化

11 西川町総合開発株式会社 西川町 事業者支援型
レストランでのキャッシュレス対応券売機（オーダリングシステム含
む）の導入

12 農機連株式会社 山形市 事業者支援型 自動車運転免許教習オンライン学科教習の実施

13 株式会社天童ホテル 天童市 事業者支援型 インターネット販売を備えたホームページ制作

14 武田紙工株式会社 山形市 事業者支援型 動画制作サービスへの新ビジネス展開でテレワーク環境の整備

15 菊地商事株式会社 寒河江市 事業者支援型 本社と支店間でのWEB会議システム構築事業

16 株式会社桜塗装 山形市 事業者支援型 Ｗｅｂシステム導入によるリモート打合せ環境の整備

17 株式会社阿部林業 寒河江市 事業者支援型 マニフェスト印刷の為のドットプリンター導入による作業効率化

18 estｰnail 寒河江市 事業者支援型 ホームページ開設とＳＮＳ連動・予約システム導入で新規顧客獲得

19 山形県旅館ホテル生活衛生同業組合 山形市 企業グループ支援型 オンライン会議システム構築による情報共有体制の確立

20 株式会社旅館古窯 上山市 事業者支援型 リモート会議システム導入による生産性向上とリモート環境整備

21 阿部京染店 遊佐町 事業者支援型 新・ビジネス様式に対応した会計ソフト導入とＷｅｂ会議環境整備

22 スナックkiss 山形市 事業者支援型 コロナ禍におけるＷｅｂツールを活用したオンラインセミナーの開催

23 株式会社クリエートエンジニアリング 南陽市 事業者支援型 セキュリティ対策とデータ一元管理
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24 株式会社エルサン 鶴岡市 事業者支援型 会員証に代わる会員証スマホアプリの導入による集客力強化

25 株式会社須藤製作所 酒田市 事業者支援型 社内デジタル化及び新ビジネス様式へ対応に伴うセキュリティ対策

26 港屋商事株式会社 河北町 事業者支援型
Ｗｅｂ会議システムの導入による支店間の移動削減のための環境整
備

27 山形県鉄構工業組合 山形市 企業グループ支援型 Ｗｅｂ会議・講習研修会等についての環境整備

28 三浦八右衛門 酒田市 事業者支援型 受注管理業務の効率化を目的とした一元化システムの導入

29 内陸製綿協同組合 上山市 企業グループ支援型 Ｗｅｂ会議システムの導入によるテレワーク環境の整備

30 カーチェック株式会社 山形市 事業者支援型 車両の板金・塗装の予約サイト＆新車低金利販売サイト

31 有限会社備研 鶴岡市 事業者支援型
Ｗｅｂ会議システム・勤怠管理ソフトウェアの導入によるテレワーク環
境の整備

32 弘栄設備工業株式会社 山形市 事業者支援型 クラウドシステム導入によるペーパーレス化・業務効率化の推進

33 株式会社広川製作所 米沢市 事業者支援型
無線ＬＡＮトランシーバー活用による、情報供給・時間短縮・コミュニ
ティ業務効率化

34 三和油脂株式会社 天童市 事業者支援型 各部門の打合せ等を円滑に行うためのＷｅｂ会議システムの導入

35 山形県電機商業組合 山形市 企業グループ支援型 共同購入事業のWeb注文クラウドシステム構築

36 株式会社リンクス 山形市 事業者支援型 ネットワーク環境整備による個人リモートワーク・社内会議構築

37 株式会社クリーンシステム 山形市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議の円滑運用に向けた社内環境の新規構築

38 明光技研株式会社 南陽市 事業者支援型 サイバーセキュリティ対策向上と機密データの一元管理

39 山形米穀集荷協同組合 山形市 企業グループ支援型 Ｗｅｂ会議およびテレワークの推進と環境整備

40 山形螺子工業株式会社 村山市 事業者支援型 電子黒板を活用したデジタル化推進とテレワーク環境の整備

41 株式会社川前製作所 白鷹町 事業者支援型 レーザーマーキング事業のＥＣサイト構築による売上向上

42 株式会社山南自動車 南陽市 事業者支援型
Ｗｅｂ予約システム導入による非接触対応と業務効率化、生産性向
上

43 美遊夢エステ巴里院 山形市 事業者支援型 タブレット型カウンセリングシートとキャッシュレス決済の導入

44 株式会社ワイム 山形市 事業者支援型 発注システム導入による業務のペーパレス・デジタル化の実現

45 有限会社サガエ染縮工場 寒河江市 事業者支援型 受注システムの導入とその環境の整備

46 株式会社秋野組 鶴岡市 事業者支援型 仮設足場リース事業における業務効率化のためのシステム導入
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47 株式会社マインド 米沢市 事業者支援型
非対面型業務モデル構築と非接触決済システム導入による業務改
革

48 浅野商店 山形市 事業者支援型
新型販売管理システムの導入によるネット販売の強化と業務効率
化

49 株式会社マルヰアミューズメント 山形市 事業者支援型 テレワーク・リモートワーク環境の整備

50 協同組合北村山地区プロパンガス保安センター 村山市 企業グループ支援型
インボイス・電子帳簿保存法に対応する会計ソフト導入による業務
効率化

51 株式会社石川 山形市 事業者支援型 本社と営業所間のＷｅｂ工程会議システムの構築

52 株式会社あづま荘 天童市 事業者支援型
セルフオーダーシステム導入による非対面注文の促進と生産性向
上

53 株式会社曙印刷 山形市 事業者支援型 クラウド型工程管理システムによる生産性の向上

54 株式会社丸石産業 上山市 事業者支援型 ビニールハウス設計支援システム導入によるデジタル化推進事業

55 有限会社月山農場 酒田市 事業者支援型 インボイスに対応した帳票発行やペーパーレス化による業務効率化

56 有限会社ハイスタンダード 山形市 事業者支援型
ラーメン冷凍自動販売機導入による非接触・非対面販売事業の実
施

57 株式会社翔陽会 庄内町 事業者支援型 Ｗｅｂ会議システムの導入によるテレワーク環境の整備

58 株式会社東北テレネット 大石田町 事業者支援型 工事管理システムリモート化による生産性向上と働き方改革推進

59 株式会社meat　meet 山形市 事業者支援型 ｉＰａｄを使った非接触型セルフオーダーシステムの導入

60 株式会社一楽荘 天童市 事業者支援型 オンライン化によるの業務効率化と個室会食需要への対応

61 有限会社エス企画 酒田市 事業者支援型 冷凍自販機導入による非接触販売とキャッシュレス決済の導入

62 米沢電報配達所 米沢市 事業者支援型 在宅型勤務支援事業

63 株式会社青木商事 白鷹町 事業者支援型 Ｗｅｂ会議・リモート管理システム導入によるテレワーク環境整備

64 噺館 山辺町 事業者支援型 ワーケーション推進のためのオンライン化整備促進事業

65 丸正わたなべ 中山町 事業者支援型 ＰＯＳシステム導入によるオンライン化推進事業

66 有限会社西谷 山形市 事業者支援型 事務所・在宅者間のネットワーク構築及び、テレワーク環境の整備

67 株式会社葉山電工 上山市 事業者支援型 現場のデジタル化環境整備

68 株式会社富岡本店 山形市 事業者支援型 新教室管理システム導入による新規顧客獲得増加と業務効率化

69 伊藤鉄工株式会社 鶴岡市 事業者支援型 大型モニターの導入による商談や会社説明会のオンライン化
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70 株式会社サニックス 山形市 事業者支援型 デジタル化推進でバックオフィス働き方による付加価値向上

71 株式会社CCT 長井市 事業者支援型 オンライン会議、Web営業、オンラインセミナーの環境構築

72 株式会社東北精工 上山市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議システム導入によるデジタル化推進

73 株式会社緑茶園 天童市 事業者支援型
ＲＰＡ初期設定・テレワーク・リモート設備導入による、生産性の向上
と環境整備

74 城北電気工事株式会社 山形市 事業者支援型 事務作業を効率化するためのオンライン業務支援システムの構築

75 布施建設株式会社 寒河江市 事業者支援型
Ｗｅｂ会議システムの構築によるＷｅｂ会議の円滑化と情報共有効率
化

76 株式会社カネト製作所 上山市 事業者支援型 得意先との共有システムの構築と品管Ｗｅｂ会議システムの導入

77 株式会社エスパック 上山市 事業者支援型 自社製品のＥＣサイト開設によるオンライン化促進事業

78 株式会社ユーテック 酒田市 事業者支援型
少量多品種製品の生産進捗をリアルタイムでデータ管理する生産
管理システム導入

79 株式会社ホンダウイング荘内 酒田市 事業者支援型 ウェブ商談・ウェブ修理相談と来店予約管理のデジタル化整備

80 株式会社アイオイ 鮭川村 事業者支援型
コロナに負けない当社のＢＣＰ対策とＥＣサイト構築による売り上げ
向上

81 株式会社アートテック 酒田市 事業者支援型 ウェブ会議システム導入によるオンライン営業体制の確立

82 株式会社エクセルソフト 山形市 事業者支援型 リモートワークを円滑に進めるためのＷｅｂ会議システムの導入

83 庄内農業機械商工業協同組合 三川町 企業グループ支援型
オンライン管理下の業務システム導入に係るハードウェア環境の整
備

84 株式会社コンマ製作所 鶴岡市 事業者支援型 ペーパーレス化及び業務の効率化を図る発注システムの導入

85 ATENA合同会社 山形市 事業者支援型 ＰＯＳレジシステム導入による業務効率化

86 有限会社門脇石井建築設計事務所 天童市 事業者支援型 ３ＤＣＡＤソフト導入によるテレワーク環境の構築

87 伊勢屋商事株式会社 山形市 事業者支援型
非接触型サービスのためのキャッシュレス決済の導入及びシステム
構築

88 光栄精機 米沢市 事業者支援型 リモートデスクトップシステムの導入によるテレワーク環境の整備

89 美容室ジュエリー 米沢市 事業者支援型 顧客管理の能率アップとテレワーク環境の整備

90 インセムズテクノロジーズ株式会社 鶴岡市 事業者支援型
Ｗｅｂ会議システムの導入によるテレワーク、オンラインセールス環
境の整備

91 AiPRANA 鶴岡市 事業者支援型 オンラインレッスン・セミナーのシステム導入によるＷｅｂ環境の構築

92 有限会社登府屋旅館 米沢市 事業者支援型 非接触チェックインとＣＴＩ取次で安心安全な効率化DX事業
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93 鳥海やわた観光株式会社 酒田市 事業者支援型 ホームページリニューアルによる自社販売サイトの開設

94 有限会社蔵王喜らく 山形市 事業者支援型
ホームページ刷新による幅広い新顧客の確保、直接予約による経
費削減

95 山形県理容生活衛生同業組合 山形市 企業グループ支援型 Web会議システムの導入によるテレワーク環境の整備

96 株式会社クリエイト礼文 山形市 事業者支援型 設計部リモートワーク移行計画

97 株式会社市村工務店 山形市 事業者支援型 高機能大型ディスプレイの導入によるＷｅｂ会議環境整備

98 モガミ住研株式会社 山形市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議・リモート管理システム導入によるオンライン化

99 王様の焼肉株式会社 中山町 事業者支援型 Ｗｅｂ会議システムの導入によるテレワーク環境の整備

100 株式会社Growth 東根市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議システム導入によるテレワーク環境の整備

101 大通り商店街振興組合 酒田市 企業グループ支援型 インターネット販売による売り上げ回復のためのシステム導入事業

102 いこいの宿　農 鶴岡市 事業者支援型 リモート料理教室と会計、顧客管理ソフトの導入による生産性向上

103 茂木石油株式会社 寒河江市 事業者支援型
弊社ホームページリニューアル作成上での灯油予約販売システム
の導入

104 黒沼畜産株式会社 中山町 事業者支援型 Ｗｅｂ会議システム導入によるテレワーク環境の整備

105 大野目クリニック 山形市 事業者支援型 ＦＣＲシステムの導入によるX線撮影のデジタル化の推進

106 佐竹秀文 山形市 事業者支援型 コロナ禍におけるオンライン商談・セミナーの促進策

107 丸勝金物店 遊佐町 事業者支援型 新ビジネス様式のためのＷｅｂ会議の環境整備とディスプレイ設置

108 株式会社Tｓホーム青山工務店 山形市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議システムの導入による整備とオンライン会議環境

109 株式会社すまいるはーと 高畠町 事業者支援型 Ｗｅｂ研修等での人材育成のための環境の整備

110 株式会社大風印刷 山形市 事業者支援型 ＶＰＮ整備による拠点間通信での生産性セキュリティの向上

111 株式会社四釜製作所 長井市 事業者支援型
ペーパーレス化と受発注業務の半減を狙ったオンラインシステムの
導入

112 株式会社桑名園 米沢市 事業者支援型 非接触型およびペーパーレス顧客管理・販売システムの導入

113 有限会社こすもす 鶴岡市 事業者支援型 自社オンラインショップによる販売環境の整備

114 株式会社千代田商事 山形市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議の環境整備と社内データ共有による業務効率化

115 有限会社芦野タイル 村山市 事業者支援型 リモート管理システム導入並びにセキュリティ対策の強化
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116 ジャスト株式会社 上山市 事業者支援型 ＥＣサイト連動型新規HP作成に係るオンライン化促進支援事業

117 ダンテック株式会社 山形市 事業者支援型 資材販売網の構築・整備と管理のためのシステム導入

118 株式会社あさひ 南陽市 事業者支援型 事務員の在宅勤務の導入によるテレワーク環境の整備

119 TRYパートナーズ株式会社 山形市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議システムの導入による非対面営業化促進

120 両羽自動車株式会社 酒田市 事業者支援型 通信機器の利用活用による各種業務作業の効率化

121 株式会社スペリア 河北町 事業者支援型
製造仕様書の動画化による技術技能の見える化と技術指導および
生産のためのネットワーク運用

122 株式会社シントー 新庄市 事業者支援型 サーバー再構築によるメール再編成でのコミュニケーション改善

123 株式会社成和技術 尾花沢市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議システム導入による次世代型職場環境の整備

124 株式会社TACHIBANA 山形市 事業者支援型
モバイルオーダーやオンライン予約、インターネット販売に係るホー
ムページ作成・システム構築

125 井上公認会計士事務所 山形市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議用ディスプレイの導入による新ビジネス様式の促進

126 坂部印刷株式会社 山形市 事業者支援型 在宅勤務の社員が社内ネットワークに接続する為のVPN構築

127 株式会社大場広告美術 山形市 事業者支援型 ＥＣサイトを開設しプラスチック等の材料加工サービスを提供

128 株式会社IG藤島製作所 鶴岡市 事業者支援型 自社製品のオンライン販売に向けたシステムの環境整備

129 Brand new day株式会社 山形市 事業者支援型 オンライン配信システム導入によるオンラインセミナーの環境整備

130 グローアップ株式会社 山形市 事業者支援型 オンライン受注システム強化

131 株式会社第一ほうせい 米沢市 事業者支援型 在宅型経理及び生産管理システム事業

132 有限会社ライブ 米沢市 事業者支援型 テレワークの環境整備による新ビジネス対応とセキュリティ対策

133 株式会社ゆきんこ 米沢市 事業者支援型 コーポレートサイトから分離独立したＥＣサイトの構築

134 共栄工業株式会社 上山市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議システム導入による生産活動効率化の環境整備

135 株式会社ネクスト電通 東根市 事業者支援型 クラウド対応の見積・受注・請求システム導入による業務効率向上

136 CAFÉ LABORATORY 米沢市 事業者支援型 コーヒーとスイーツ教室のオンライン化とテレワーク環境の整備

137 山形県美容業生活衛生同業組合 山形市 企業グループ支援型
組合内のデジタル化促進による組合基盤の強化と新規加入者の獲
得

138 山形県醤油味噌工業協同組合 山形市 企業グループ支援型 Ｗｅｂ会議システムの導入によるテレワーク環境の整備
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139 奥羽乳業協同組合 河北町 企業グループ支援型 Ｗｅｂ会議システムの導入と社内デジタル化の環境整備

140 秋山鉄工株式会社 鶴岡市 事業者支援型 無線ネットワーク・VPN構築による全社ネットワーク環境整備

141 株式会社エービーエム 米沢市 事業者支援型 データベース導入によるオンライン化と業務効率化

142 置賜国際業務開発協同組合 米沢市 企業グループ支援型
Ｗｅｂ会議システムの導入によるＷｅｂ会議及び外国人技能実習生
向けオンライン講習会環境の整備

143 株式会社花角味噌醸造 米沢市 事業者支援型
通信回線を利用した製品リモート温度管理システムによるテレワー
ク等在宅勤務体制の構築

144 株式会社Kapili-Na 山形市 事業者支援型 消費者と店舗を繋ぎ食品ロスをなくす為のＢｔｏＣのシステム構築

145 ARAWASI 山形市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議環境・オンライン予約の整備

146 株式会社エース・プラン 山形市 事業者支援型 会計ソフトウェア導入による業務の見える化及び効率化を図る

147 株式会社IKEDA 山形市 事業者支援型 自社アプリ導入により受注率の向上と新規事業進出の実現

148 北星印刷株式会社 酒田市 事業者支援型 インボイス制度対応による経営戦略展開

149 株式会社レフティ 山形市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議システム導入によるテレワーク環境の整備

150 株式会社石井製作所 酒田市 事業者支援型 新型コロナの対策を踏まえた人材採用のデジタル化体制の構築

151 新日本製パン株式会社 山形市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議システム導入による社内活性化

152 株式会社BIGAKU 天童市 事業者支援型 オンラインコンサルタントシステムの構築と技術指導、商材販売

153 株式会社AMOコーポレーション 天童市 事業者支援型 ネイル店舗新設による予約機能付きホームページの作成

154 n-support 上山市 事業者支援型 オンライン予約決済によるプリペイドシステムの導入

155 焼肉すてーじ火煇 山形市 事業者支援型 オンラインミーティングと在庫管理システムによる業務の効率化

156 有限会社ボイス 天童市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議システム導入による従業員リモート研修環境の整備

157 株式会社半澤鶏卵 天童市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議システム導入による社内情報共有と在宅勤務の整備

158 株式会社やまがたさくらんぼファーム 天童市 事業者支援型 入園の予約のオンライン化とデジタル化による作業効率UP

159 有限会社丸光建設興業 米沢市 事業者支援型 総務業務を在宅勤務で生産性ＵＰ

160 居酒屋鳥っky 酒田市 事業者支援型 オーダーシステム導入による営業の効率化

161 株式会社カネカ 金山町 事業者支援型 オンライン促進化で生まれる取引先との業務効率化構築事業
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162 金屋株式会社 鶴岡市 事業者支援型
配達管理システム導入により、サービスの向上と業務の効率化を目
指す

163 株式会社吉田屋旅館 山形市 事業者支援型
旅館の予約や実績の見える化と新しい様式の蔵王温泉の観光の発
信

164 湯野浜100年株式会社 鶴岡市 事業者支援型 オンライン販売・予約サイトの構築と整備

165 有限会社加藤建板 米沢市 事業者支援型 社内ネットワークのデジタル化事業

166 有限会社シバサキ商事 天童市 事業者支援型 新たな時代を見据えた業務のオンライン化＋デジタル化推進事業

167 株式会社カナル 米沢市 事業者支援型 遠隔臨場システム導入による現場作業の軽減

168 株式会社たちばなや 鶴岡市 事業者支援型
業務効率化及び品質改善のための部署間の情報共有システムの
構築

169 株式会社大商金山牧場 庄内町 事業者支援型 食品安全に係る現場改善業務効率化のためのシステム構築

170 株式会社ビ・ボーン 寒河江市 事業者支援型 非接触型システムの導入及びオンライン販売による販売強化

171 株式会社純華 鶴岡市 事業者支援型 独自Ｗｅｂサイト構築による集客増と売上増計画

172 協同組合山形プロパンガス保安センター 山形市 企業グループ支援型 タブレット端末から基幹システムへ直接アクセスによる業務効率化

173 株式会社BLEND mark 山形市 事業者支援型 モバイルオーダー導入による、感染対策とオペレーション強化

174 株式会社緑屋 天童市 事業者支援型 Ｗｅｂシステム導入によるオンライン展示会への参加のための整備

175 株式会社ボスコ 天童市 事業者支援型
建築遠隔打ち合わせシステムの導入による顧客打ち合わせの効率
化

176 くだもの楽園 河北町 事業者支援型 インボイスシステム導入によるパソコンシステム（会計・事務）の整備

177 株式会社カーサービス山形 山形市 事業者支援型
複数拠点の外線電話を一括集約、顧客対応強化とテレワーク実現
へ

178 株式会社平野新聞舗 酒田市 事業者支援型 新聞配達管理システムの導入による社内業務の効率化計画

179 企業組合スイーツキッチン 天童市 企業グループ支援型 キャッシュレス対応自動販売機導入による非対面式の販路拡大

180 株式会社アクティブクリエイト 山形市 事業者支援型 お客様へのオンライン保守サービス・WEB会議環境の整備

181 株式会社Moment 山形市 事業者支援型 在庫管理のデジタル化によるロスの削減と業務効率化

182 株式会社ニゴロデザイン 酒田市 事業者支援型 大容量バッテリーの導入による移動型制作環境の整備

183 後藤自動車 河北町 事業者支援型 自動車の電子的な検査（ＯＢＤ検査）に対応するための環境の整備

184 鶴岡銀座商店街振興組合 鶴岡市 企業グループ支援型 鶴岡市中心商店街のデジタル化とポストコロナ対策
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185 株式会社北洋水産 新庄市 事業者支援型 販路拡大に向けたウェブサイト・ＥＣサイトの制作

186 有限会社TENPRESS 尾花沢市 事業者支援型 社内デザインコンテンツDB構築及びリモートワーク整備事業

187 株式会社くらがね 南陽市 事業者支援型 ＥＣサイトシステム構築による販売開拓と売上確保

188 株式会社かかし 山形市 事業者支援型
非接触型注文、会計システムのクラウド連携による業務効率化並び
に社内のデジタル化を推進

189 神保産業株式会社 山形市 事業者支援型 ペーパーレス化及び業務の効率化

190 合同会社G-Ash-Tom 上山市 事業者支援型 美容組合ＩＴ委員会の機材の統一化でウェブ会議の潤滑化

191 株式会社丸森造園 山形市 事業者支援型 現場間オンライン情報共有化システム

192 有限会社奥山メリヤス 寒河江市 事業者支援型 オンライン販売撮影システム開発強化と環境整備

193 神部歯科医院 大石田町 事業者支援型 高精度画像データによる高効率・高品質な補綴物（被せ物）製作

194 株式会社金十商店 小国町 事業者支援型 オンライン販売に向けた自社HP及びＥＣサイトのシステム構築

195 株式会社菅野モータース 長井市 事業者支援型 Ｗｅｂシステム導入による顧客管理及び車両販売の効率化

196 株式会社IBUKI 河北町 事業者支援型 工場内無線ＬＡＮによる金型製作工場工程管理の実現

197 株式会社相田商会 米沢市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議システムの導入によるテレワーク環境の整備

198 有限会社カネヤス 酒田市 事業者支援型 券売機の導入による非対面、非接触型サービスの整備

199 ケーズライフコンサルタント株式会社 上山市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議用機器導入による非対面型のビジネスモデルの整備

200 清野メリヤス 大江町 事業者支援型 持続可能な小さな町工場をめざしてＥＣサイトを構築する

201 株式会社フォレストファーマシー 南陽市 事業者支援型 クラウド型薬歴のオンライン化による効率及びサービスの向上

202 株式会社稲毛商事 河北町 事業者支援型 ＨＰ開設、Ｋｉｎｔｏｎｅ導入による営業効率化

203 菊地純 南陽市 事業者支援型 ３Ｄオンラインギャラリーの導入によるＤＸ化事業

204 宮城興業株式会社 南陽市 事業者支援型 ＰＯＳレジシステム導入による、受発注から販売までの環境整備

205 ファースト機工株式会社 酒田市 事業者支援型 デジタル化推進による生産性向上のための設備導入

206 有限会社野口商事 天童市 事業者支援型 オンライン環境整備による業務効率化

207 有限会社美能矢工務店 酒田市 事業者支援型 キャッシュレス決済搭載冷凍自動販売機の導入
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208 株式会社スプリングス 山形市 事業者支援型 経理業務のデジタル化による業務効率推進とテレワークの整備

209 株式会社田村農機 鶴岡市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議システムの導入によるテレワーク環境の整備

210 株式会社アビーズ 天童市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議システムの導入によるオンライン化

211 株式会社ブレス 天童市 事業者支援型
感染防止策とサービス向上のためのオンラインカウンセリングとＥＣ
サイトによるネット販売整備

212 株式会社大江 南陽市 事業者支援型 注文システムのオンライン化によるタイムリーな製造と在庫の縮減

213 桜川酒造株式会社 小国町 事業者支援型 ホームページ作成及びオンラインシステム構築による販路開拓

214 合同会社荘山 米沢市 事業者支援型 不動産賃貸業の非接触での内見システムの構築

215 株式会社セカンドハウス彩祐結 山形市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議システムの導入によるテレワーク環境の整備

216 株式会社ジーエル 天童市 事業者支援型 クラウドシステムの構築による、仕事効率のアップ及び経費削減

217 高陽電子株式会社 米沢市 事業者支援型
業務効率化のための勤怠管理システムの構築と管理を共有するリ
モートシステムの構築

218 株式会社金内勝彦設計工房 山形市 事業者支援型 「ＱｕａｌｉＺ」導入による工事監理業務の見える化と業務効率化

219 シンチャンラーメン極 天童市 事業者支援型 ラーメンの自動販売機による非対面・キャッシュレス販売化

220 株式会社T・S　Company 天童市 事業者支援型 麺・餃子の自動販売機による非対面・キャッシュレス販売化

221 丸和熱処理株式会社 天童市 事業者支援型 グループウェア構築による情報共有と業務効率化

222 株式会社蔵王カンパニー 山形市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議システムの導入によるテレワーク環境の整備

223 株式会社ヒューマンデザイアートレーディング 天童市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議システムの導入によるテレワーク環境の整備

224 株式会社山本建築設計事務所 山形市 事業者支援型 Ｗｅｂによる受注の促進と対応したリモート社内ネットワーク構築

225 株式会社赤塚製氷 天童市 事業者支援型 ＳＤＧｓに即した非対面でキャッシュレス購入できる山形の魅力発信

226 天音印 白鷹町 事業者支援型 リモート撮影・編集・配信システムの構築とサービス提供

227 有限会社信和商事 鶴岡市 事業者支援型 在宅勤務環境整備による非対面営業への転換で事業効率化

228 株式会社アグリパークZAO 上山市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議システム導入によるテレワーク・対外会議環境の整備

229 株式会社CoCoRoN 山形市 事業者支援型
Ｗｅｂ会議・Ｗｅｂ営業・Ｗｅｂトレーニング実施環境整備及びテレワー
ク環境整備

230 菅野電気 川西町 事業者支援型
クラウド型施工管理機器導入による経費削減及び非接触体制の整
備
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231 ケーデー工業株式会社 山形市 事業者支援型 無線ネットワーク環境構築及びクラウド利用によるデジタル化推進

232 株式会社アイ・エス・エス 米沢市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議システムの導入によるテレワーク環境の整備

233 ジャパンクリエイト株式会社 尾花沢市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議システムの導入によるテレワーク環境の整備

234 株式会社キュアサービス 米沢市 事業者支援型 居宅業務クラウド化推進で効率化及び利用者様のサービス向上

235 有限会社五十番飯店 山形市 事業者支援型 タブレットシステム導入によるコロナ感染予防の整備

236 漆山果樹園 南陽市 事業者支援型 セルフオーダー及びキャッシュレス決済システム導入

237 米鶴酒造株式会社 高畠町 事業者支援型 インターネット販売に係るホームページ作成・システム構築

238 株式会社ヌマザワ 新庄市 事業者支援型 デジタル化推進による労働環境の改善および環境負荷の低減

239 ハール・モアチェ 山形市 事業者支援型
キャッシュレス決算やタッチパネル精算の導入による非接触型サー
ビスの整備

240 BARBERジパング 鶴岡市 事業者支援型
オンライン予約システムの導入及び電子カルテによる、コロナ対応
の戦略的個室型理容室の環境整備

241 株式会社おかめ商店 上山市 事業者支援型 ｌｐｗａクラウドオンラインシステム導入による業務遠隔化の整備

242 ナンバ建設株式会社 鶴岡市 事業者支援型 リモート体制の構築によるリモート会議環境の整備と生産性向上

243 株式会社ジェス山形 山形市 事業者支援型 新様式対応の非対面・非接触でのオンライン注文システム構築

244 須賀川油店 河北町 事業者支援型 在庫管理および会計処理のオンライン化導入による環境整備

245 大山タクシー 鶴岡市 事業者支援型
タクシーと観光関連施設連携ＤＸによる業務効率化・交通利便性向
上

246 株式会社studio FLASHY 山形市 事業者支援型 Ｗｅｂ会議システムの導入によるオンライン商談環境の整備

247 大和交通株式会社 鶴岡市 事業者支援型 タクシーＤＸ　やまがたMasS事業

248 株式会社鈴木建築設計事務所 山形市 事業者支援型 リモートワーク及びオンラインコミュニケーション促進事業

249 企業組合旬彩工房 小国町 企業グループ支援型 オンライン環境整備による販路開拓と事務効率化

250 株式会社LINK 天童市 事業者支援型 環境整備に向けたオンライン予約及びWeb会議システム導入

251 遠藤建設工業株式会社 鶴岡市 事業者支援型 拠点間通信による一元化事業

252 武田不動産株式会社 山形市 事業者支援型 新ビジネス様式システム導入計画

253 有限会社ジョイランチ 山形市 事業者支援型 オンライン受注システムの導入による生産性の向上
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254 峯田電器株式会社 山辺町 事業者支援型 Ｗｅｂ会議システムの導入によるオンライン環境の整備

255 有限会社ノマディック 山形市 事業者支援型 インターネット予約の活性化の為のＷｅｂ制作、ｗｉｆｉ環境の整備

256 関川しな織協同組合 鶴岡市 企業グループ支援型 しな織製品のインターネット販売と商品在庫の一元管理環境の構築
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