
令和２年度山形県新・生活様式対応支援補助金
（中小企業支援型）
認定事業一覧（123件）

1 新・生活021001 鳥海やわた観光株式会社 酒田市 券売機導入等による安心・安全な施設環境の整備 株式会社荘内銀行

2 新・生活021002 株式会社パオラレディ 寒河江市 医療用ガウン生産に伴う３密回避による配置転換と新たな作業環境の構築 株式会社きらやか銀行

3 新・生活021003 株式会社亀や 鶴岡市 客室専用システム導入による顧客保護と電解水生成装置導入の感染防止環境の構築 株式会社きらやか銀行

4 新・生活021004 AiPRANA 鶴岡市 新・生活様式へ対応したプライベートスタジオ開設による、新しい健康増進サービスの提供 鶴岡信用金庫

5 新・生活021005 三條物産株式会社 山形市 拠点間のテレビ会議用機器及びシステム導入による生産性向上計画 株式会社荘内銀行

6 新・生活021006 株式会社天童荘 天童市 大規模感染リスクの低減「3密回避の新しいおもてなし様式」 株式会社旭ブレインズ

7 新・生活021008 有限会社勘鳥居 東根市 新型コロナ感染拡大防止に係る、機械整備及び、テイクアウト販売促進事業 東根市商工会

8 新・生活021009 株式会社共進精機 上山市 3Ｄ-ＣＡＤ導入による金属部品加工現場の健康環境の確立および生産性の向上 米沢信用金庫

9 新・生活021010 酒田酒造株式会社 酒田市 最新型放冷機導入による「三密」対策と品質の向上による売上拡大 株式会社荘内銀行

10 新・生活021011 株式会社最上川千本だんご 大石田町 感染防止対策店舗改装及び混雑緩和対応策 高橋龍二税理士事務所

11 新・生活021012 有限会社庄司林業 大江町 ＩＣＴ林業・スマート林業の構築事業 株式会社きらやか銀行

12 新・生活021013 株式会社花鳥風月 酒田市 新しい生活様式に合わせた店舗換気設備とキャッシュレス対応の券売機導入 株式会社きらやか銀行

13 新・生活021016 株式会社瀬見グランドホテル観松館 最上町 厨房空調設備改善計画 株式会社荘内銀行

14 新・生活021018 株式会社一楽荘 天童市 レストラン会場の換気機能強化及び簡易厨房区画の有効活用 株式会社山形銀行

15 新・生活021019 最上鯉屋 大江町 伝承100年最上鯉屋こだわりの「もがみ鯉」うま煮の缶詰化事業の実現 株式会社きらやか銀行

16 新・生活021020 株式会社山形飛鳥 酒田市 新型コロナに負けない企業になる為の商品開発力強化環境整備事業 北村税務会計事務所

17 新・生活021021 有限会社仲野観光果樹園 天童市 換気機能付きエアコン導入による新型コロナウイルス感染防止対策売店改装の実施 株式会社きらやか銀行

18 新・生活021024 遊佐町総合交流促進施設株式会社 遊佐町 新たな生活様式に対応するセルフレジの導入と空気清浄機機能付きエアコンの導入 株式会社荘内銀行

19 新・生活021025 最上峡芭蕉ライン観光株式会社 戸沢村 新・生活様式に対応した観光船船内客室の改造による安心、安全な施設環境の構築 株式会社山形銀行

20 新・生活021026 宮城興業株式会社 南陽市 3密防止の安全・安心な売り場構築とサービスの提供 株式会社きらやか銀行

21 新・生活021027 株式会社広川製作所 米沢市 リモートワーク・オンライン会議による、新型コロナウイルス感染症対策と業務の効率化 株式会社山形銀行
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22 新・生活021028 有限会社ユーミーズコン 山形市 テイクアウト販売による店内飲食売上の補填と新規顧客の獲得 株式会社きらやか銀行

23 新・生活021029 株式会社メタルプロダクツ 真室川町 Withコロナ～当社の働き方改革～ 株式会社荘内銀行

24 新・生活021030 株式会社山形ハーネス 鶴岡市 新生活様式への対応と働き方改革を実現する情報システムの構築 株式会社きらやか銀行

25 新・生活021031 大阪お好み焼き　たこ壺 山形市 換気機能付きエアコン設置 株式会社山形銀行

26 新・生活021032 加藤興業株式会社 庄内町 新型コロナウイルス対策・新生活への対応 鶴岡信用金庫

27 新・生活021033 株式会社塩原屋 長井市 新生活様式に対応した顧客管理システムの導入と運用 須貝周一税理士事務所

28 新・生活021034 株式会社マルニチ商事 酒田市 電解水精製装置導入による安心・安全な水産加工品の製造と次亜塩素酸水の提供 株式会社荘内銀行

29 新・生活021035 株式会社友企画 大石田町 換気機能付きエアコン導入による安心・安全な葬儀環境の構築 村山市商工会

30 新・生活021036 有限会社木村屋 酒田市 セルフレジ導入による安全、安心な購買環境の構築 株式会社荘内銀行

31 新・生活021037 株式会社産直あぐり 鶴岡市 各種設備導入による安心・安全な商品提供体制の構築と売上拡大 株式会社荘内銀行

32 新・生活021040 株式会社東邦エンタープライズ
川崎市
（山形市）

「NANA-BEANS飲食ラウンジ新生活様式への変更計画」 山形信用金庫

33 新・生活021042 株式会社銀山荘 尾花沢市 新調理提供スペースと調理器具導入による安全・安心とサービス向上の両立 株式会社山形銀行

34 新・生活021043 山形日産自動車株式会社 山形市 高機能・高効率換気設備及び空調設備導入 株式会社山形銀行

35 新・生活021044 株式会社ヤマコン 山形市 事業継続力強化に資する設備、機器及び装置の整備事業 株式会社きらやか銀行

36 新・生活021045 有限会社プリンスクリーニング 山形市 リネンサプライのコスト削減と高度衣料製品を仕上げるための新型ボイラ導入事業 山形信用金庫

37 新・生活021047 石塚ファーム 鶴岡市 画像処理付枝豆精選別機導入で選別作業における３密の回避と売上拡大 株式会社荘内銀行

38 新・生活021048 武田クリーニング店 天童市 新・生活のお洗濯。抗菌ドライクリーニング。 天童商工会議所

39 新・生活021051 ビジネスホテルいずくら 天童市 ネット環境整備による稼働の回復計画と新規事業の提案 天童商工会議所

40 新・生活021052 有限会社奥山メリヤス 寒河江市 新システム機械導入による自社ブランドビジネスのオムニチャネル戦略 株式会社荘内銀行

41 新・生活021054 峯田電器株式会社 山辺町 ウイルスを除菌、抑制するエアコンの導入による安心・安全な接客環境の構築 株式会社きらやか銀行

42 新・生活021055 寿虎屋酒造株式会社 山形市 コロナ禍においての商圏拡大と高品質商品安定供給の高効率化体制の構築 株式会社山形銀行
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43 新・生活021056 有限会社キャットハンドサービス 酒田市 面会マッチングウェブシステム導入で、「ここがいい」の場所づくり 株式会社山形銀行

44 新・生活021057 株式会社キムラ 米沢市 感染防止対応の商品予約販売ならび管理システムの導入 米沢信用金庫

45 新・生活021059 株式会社アドエイション 山形市 コロナに負けない！みんなが笑顔になる新しい介護モデルの実現を目指すプロモーション事業 丹野覚税理士事務所

46 新・生活021060 株式会社有賀組 鶴岡市 客間内の空気清浄化によるウィルス対策と安心のご利用を実現する 鶴岡商工会議所

47 新・生活021062 株式会社鈴木油店 山形市 クレジットカード決済導入と店舗内パーテーション設置による、安心・安全な環境の構築 株式会社山形銀行

48 新・生活021063 合同会社ＧＬＡＭＰiＣ 山形市 テイクアウト・デリバリーに対応する菓子製造許可キッチン事業 株式会社大貫会計事務所

49 新・生活021064 株式会社天童タワー 天童市 自動検温器の導入と最新型発券機の導入による感染リスク抑制と生産性の向上 天童商工会議所

50 新・生活021065 株式会社山南自動車 南陽市 新・生活様式対応のための商業移動販売車のレンタル事業 南陽市商工会

51 新・生活021067 株式会社ホテルリッチ酒田 酒田市 料理提供方法の変更による安全・安心な宴会・レストラン環境の構築 株式会社荘内銀行

52 新・生活021068 株式会社アポロ月山 酒田市 換気機能付きエアコンの導入により、コロナ対策の職場環境整備 株式会社山形銀行

53 新・生活021070 ジョウセン株式会社 山形市 山形県が世界に誇る日本酒の酒粕と豊かな食材のマリアージュ商品の開発プロジェクト 澁谷和税理士事務所

54 新・生活021071 株式会社四釜製作所 長井市 非対面型対応のシステムと図面検索システムの導入による非対面型業務の向上 米沢信用金庫

55 新・生活021072 蔵王温泉ジンギスカンひつじ苑 山形市 コロナ禍における蔵王温泉発祥ジンギスカンの販路拡大の為の設備導入計画 丹野覚税理士事務所

56 新・生活021073 株式会社テーオーシー 山形市 薬剤自動投入機を導入し、衛生的かつ安全なおしぼりの顧客への提供 株式会社きらやか銀行

57 新・生活021074 株式会社ハピネス 鶴岡市 換気効率の大幅なUP、個室空間増設による三密を避けた空間作りを行う 株式会社山形銀行

58 新・生活021075 有限会社花登茂 高畠町 給気換気搭載エアコンの設置事業 高畠町商工会

59 新・生活021076 株式会社アイン企画 山形市 地域情報交流プラットフォーム「やまがたの街」構築事業 株式会社荘内銀行

60 新・生活021077 有限会社どりいむ農園 白鷹町 冷蔵ショーケースの導入による感染拡大防止策の徹底とコスト削減 白鷹町商工会

61 新・生活021078 有限会社後藤ドライクリーニング 長井市 受注一貫型管理システムの導入による、宅配クリーニング事業への参入 株式会社きらやか銀行

62 新・生活021079 有限会社和菓子ぬまざわ 白鷹町 冷凍プレハブ庫の導入による、安全な労働環境と商品の安定供給体制の構築 白鷹町商工会

63 新・生活021080 株式会社三浦エンジニアリング 長井市 自社開発製品の販路拡大計画に伴う設備投資と販売システムの構築 株式会社きらやか銀行
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64 新・生活021081 株式会社あづま荘 天童市 ３密回避のための旅館内設備の改善と非対面ビジネスの導入 天童商工会議所

65 新・生活021082 株式会社ＰＲＯＧＲＥＳＳ 山形市 『新生活様式に対応したテイクアウト事業による売上拡大』 丹野覚税理士事務所

66 新・生活021083 有限会社御殿守グランド 南陽市 コロナ感染症対策事業 江部寛税理士事務所

67 新・生活021085 株式会社ワタナベ冷暖サービス 庄内町 テレワーク導入と新規顧客開拓のためのWEBシステム構築 庄内町商工会

68 新・生活021086 株式会社奥山商店 山辺町 高齢者施設のオンライン面会対応通信環境整備とセキュリティ対策 山辺町商工会

69 新・生活021088 麺藤田　 山形市 換気機器連動エアコン取付による新生活様式対応の空間づくり 山形商工会議所

70 新・生活021089 株式会社山形グランドホテル 山形市 新生活様式対応ホテルを目指した設備投資 稲村修税理士事務所

71 新・生活021090 株式会社トップ・アート・セクション 山形市 長期化を伴うコロナ対策の為の事務所内環境改善による安心安全の確保 株式会社きらやか銀行

72 新・生活021091 合同会社つかさや旅館 鶴岡市 ワーケーション商品造成に伴う旅館の整備事業 鶴岡商工会議所

73 新・生活021092 株式会社ホテルシンフォニー 寒河江市 非接触化と空気清浄化を推進し安心安全、三密回避の宿泊施設を目指す 株式会社山形銀行

74 新・生活021094 株式会社有頂天 山形市 天井型エアコン導入と室内換気改善等によるウイルス感染対策を施した店舗への改装 株式会社山形銀行

75 新・生活021095 株式会社くろげ 山形市 非対面販売（EC事業）への転換に伴うシステム構築 株式会社きらやか銀行

76 新・生活021097 株式会社タスパークホテル 長井市 地方発ワーク+バケーションで示すホテル・イノベーション事業 長井商工会議所

77 新・生活021098 有限会社山形工房 長井市 Zoom等を用いたオンラインけん玉検定及びWEB講座による非対面型新サービス構築 長井商工会議所

78 新・生活021099 株式会社アイシステム・ビズ 長井市 空気清浄空調設備導入と抗菌内装工事による安全な店舗・事務所の構築 長井商工会議所

79 新・生活021100 有限会社やまもと 天童市 冷蔵庫導入によるテイクアウト事業の展開と光触媒コーティングによる安全対策 株式会社山形銀行

80 新・生活021103 有限会社成澤鉄工所 鶴岡市 在宅利用可能なCADシステムと出退勤システムの導入によるリモートワークの実現 株式会社荘内銀行

81 新・生活021104 株式会社丸十大屋 山形市 ピンチをチャンスに！最新測定器の導入による働き方改革を！ 株式会社山形銀行

82 新・生活021105 株式会社サニックス 山形市 オンライン承認の仕組とデータ共有システム導入によるテレワークで事業継続力強化 株式会社きらやか銀行

83 新・生活021107 株式会社日野プランニング 酒田市 感染予防対策レベルの向上と従業員の負担軽減のための新たな現場環境の構築 株式会社山形銀行

84 新・生活021108 有限会社ミートデリカ・クドー 鶴岡市 コロナ対策としての店舗移転による新商品販売の開始と事業存続 鶴岡信用金庫
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85 新・生活021109 サードステージ株式会社 鶴岡市 介護事業における、オンラインを使った施設内覧説明予約、物販システムの構築 鶴岡信用金庫

86 新・生活021111 斉藤クラフト有限会社 中山町 コロナ対策設備計画 株式会社きらやか銀行

87 新・生活021112 株式会社れんげ草 山形市 新しい生活様式後の飲食店の新しい価値の創造のための改装 株式会社きらやか銀行

88 新・生活021113 有限会社ナカヤマ製作所 白鷹町 新型コロナウイルス感染拡大防止の為の非対面型営業システムの構築 白鷹町商工会

89 新・生活021115 株式会社月見 酒田市 セントラルキッチン化による安全・安心な食の提供と、労働環境の整備 株式会社荘内銀行

90 新・生活021116 株式会社若松屋 南陽市 サッシ製品組立加工場「サッシセンター」の衛生環境整備事業 南陽市商工会

91 新・生活021118 株式会社田中自動車 鶴岡市 出張サービス営業の提供開始による安全・安心な営業体制の構築 出羽商工会

92 新・生活021119 有限会社佐藤ぶどう酒 南陽市 1.8ℓ入りワイン製造力強化による自宅飲みニーズへの対応と新しい作業環境構築 株式会社山形銀行

93 新・生活021120 株式会社アイオイ 鮭川村 キッチンカ―で取り組む「やまがた最上どり」のブランド化事業 新庄信用金庫

94 新・生活021122 株式会社旅館古窯 上山市 衛生管理を徹底した３密回避の為、IT化による混雑状況を可視化 齋藤公認会計士事務所

95 新・生活021123 株式会社つるかめ 天童市 新生活様式に対応する高機能・高効率な換気機能を備えたディサービス 株式会社きらやか銀行

96 新・生活021124 寒河江印刷株式会社 寒河江市 除菌設備導入による感染症対策に向けた安全・安心な作業環境の構築 株式会社山形銀行

97 新・生活021125 株式会社なごみ農産 天童市 急速冷凍機による和牛肉の品質維持と長期保存による在庫管理 天童商工会議所

98 新・生活021127 有限会社名月荘 上山市 オゾン発生器と空気清浄機の導入による安全、安心な宿泊環境の構築 上山市商工会

99 新・生活021128 ベネフィット株式会社 南陽市 「居酒屋」×「ドッグフード製造技術」でレトルトフードの販売展開 南陽市商工会

100 新・生活021129 株式会社東門 寒河江市 デリバリー提案とパーテーション導入による安心・安全な食事環境の提供 山形中央信用組合

101 新・生活021131 株式会社天童木工 天童市 新・生活様式対応、換気設備及び来客監視設備の改善事業計画 天童商工会議所

102 新・生活021132 株式会社マコピースフェイス 山形市 ホームページでのオンラインレッスン・オンライン予約の仕組構築 早川雄樹税理士事務所

103 新・生活021135 株式会社小野川温泉河鹿荘 米沢市 新・生活様式対応による、感染予防と三密回避の滞在宿泊の確立事業 米沢商工会議所

104 新・生活021136 海産工房本間水産株式会社 鶴岡市 大型豆さや剥機、オゾン製水器導入などで加工室内のコロナ感染防止策。 鶴岡商工会議所

105 新・生活021137 株式会社半澤鶏卵 天童市 非対面の販売（自動販売機での卵販売）を拡大し、付加価値額の増加を図る 天童商工会議所
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106 新・生活021138 白鷹観光開発株式会社 白鷹町 新生活様式に対応したメニュー提供方法の構築による売上回復事業 白鷹町商工会

107 新・生活021139 株式会社高陽堂書店 山形市 コロナ影響による来店減少、病院内営業自粛を補うためのWeb営業計画 伊藤明彦税理士事務所

108 新・生活021140 株式会社ナウエル 米沢市 施設清掃の見直し、訪問介護による新生活様式対応事業 米沢商工会議所

109 新・生活021144 株式会社オードヴィ庄内 酒田市 コロナ禍における醸造工程の安全確保と生産効率拡大及び蔵見学者対策 株式会社荘内銀行

110 新・生活021148 株式会社花泉 寒河江市 サプライチェーン対応のため冷蔵設備導入と、店舗等のレイアウト見直し事業 寒河江市商工会

111 新・生活021149 株式会社置環 米沢市 自動発券機・自動プロテインサーバー機の導入及び安全・安心な施設環境の構築 株式会社山形銀行

112 新・生活021150 有限会社永沢製作所 尾花沢 ロボットアーム付精密旋盤導入により３密を避ける非接触型加工 尾花沢市商工会

113 新・生活021151 串カツつつむ 天童市 串カツと地域食材の通信販売（インターネット販売）による事業拡大 東根市商工会

114 新・生活021153 株式会社滝の湯ホテル 天童市 自動料金精算機設置及び大浴場仕切り板新設工事による安全・安心な宿泊環境の整備事業 株式会社きらやか銀行

115 新・生活021155 スズモト株式会社 鶴岡市 自動測定器導入による新型コロナウイルス感染予防対策と生産性向上を図る 株式会社山形銀行

116 新・生活021156 株式会社管理システム 酒田市 AI顔認証検温システム（コロナ感染防止）及び室内吸排換気型空調システムの導入 株式会社きらやか銀行

117 新・生活021158 有限会社ハーバーコーポーレーション 山形市 非接触型の券売機の導入により感染防止対策を行い安心安全な環境を提供するため 山形商工会議所

118 新・生活021159 第一石油株式会社 天童市 新型コロナウイルス感染予防対策のための換気設備等の導入 株式会社山形銀行

119 新・生活021160 株式会社清川屋 鶴岡市 新しい生活様式に対応した「セルフレジ会計システム」と「営業力強化のカメラシステム」の導入 税理士成田邦夫事務所

120 新・生活021161 株式会社小嶋総本店 米沢市 製造場の三密回避と、酒類市場の縮小を乗り越える新規事業立ち上げ 株式会社山形銀行

121 新・生活021162 エターナルプラス株式会社
郡山市
（山形市）

新型コロナ3密対策で感染拡大を防ぎ安心・安全な店舗づくりをする
日本パートナー税理士法人　福
島事務所

122 新・生活021165 株式会社設楽酒造店 西川町 新型コロナ対策密集作業回避、作業効率化事業 西川町商工会

123 新・生活021166 株式会社SEND.Z 山形市 衛生的なセンターキッチンでテイクアウト商品の製造・販売 兼子和伴税理士事務所


