
(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 2506210325 山形県 有限会社成澤鉄工所
建築鉄骨加工における生産プロセス高度化と短納
期・コスト圧縮による新規受注の実現

山形銀行

2 2506210326 山形県 北進木工株式会社
ボーリング付ケーシング圧入機およびリターンロボッ
トの新規導入による合理化・省力化に関わる事業

山形銀行

3 2506210327 山形県 株式会社タケマエ 立形マシニングセンタ導入による生産体制の強化 山形銀行

4 2506210328 山形県 株式会社原田瓦工業 廃瓦を再利用した植生ブロックの開発 大川税理士事務所

5 2506210330 山形県 長井中央青果株式会社
県産特産果実（廃棄果実）の飲料販売の為の加工
による設備導入及び販路開拓事業

商工組合中央金庫

6 2506210331 山形県 鹿間生コンクリート株式会社
最新設備導入による高品質な生コンクリートの製造
及び作業の効率化

山形銀行

7 2506210336 山形県 高楯自動車株式会社
自動車整備工場への最新鋭機器導入による省力
化・高収益化の実現

荘内銀行

8 2506210337 山形県 株式会社エースジャパン
機器サイズアップとプロセス改良による医薬品原薬
の製造能力向上と低コスト化

近畿大阪銀行

9 2506210340 山形県 株式会社ワコー
コア仕口溶接ロボットシステム導入による溶接時間
の大幅短縮と高度化

きらやか銀行

10 2506210342 山形県 酒田酒造株式会社
清酒製造における高品質安定化のための醸造工程
の研究と近代化

山形銀行

11 2506210343 山形県 株式会社ツープラ技研
超高精度型彫り放電加工機による低背型コアピン開
発

山形銀行

12 2506210347 山形県 株式会社ユニオン
新型裁断機および縫製機導入による生産性向上と
多能工化の実現

山形銀行

13 2506210348 山形県 有限会社クラフジ精密
次世代半導体製造装置部品の加工精度高度化プロ
セスの開発

山形銀行

14 2506210349 山形県 株式会社アイコム
最新ＣＡＤの導入による設計部門の充実と組立部門
の連携による受注先拡大

山形銀行

15 2506210351 山形県
エンベデッドソリューション株式会
社

ロボット技術を応用した電動アシスト台車の開発 荘内銀行

16 2506210352 山形県 城北麺工株式会社
餅入り即席麺用切り餅の、新製法による工程短縮・
コスト削減

荘内銀行

17 2506210358 山形県 株式会社大一電機
医療・介護用ポータブル型排泄器具の補助機構の
開発

きらやか銀行

18 2506210359 山形県 荒川興業株式会社
電気抵抗値を均一化したヒーターで真空炉のライフ
を向上させる

山形銀行

19 2506210362 山形県 株式会社吉田段ボール
Ａ式段ボールケースの一貫製造ライン導入による生
産性の向上

山形銀行

20 2506210365 山形県 坂部印刷株式会社
工場の衛生管理及び高品質生産体制の改善と新た
な業態変革の推進

山形銀行

21 2506210367 山形県 株式会社三幸ソーイング
防衛省等、国家機関向けの制服・ユニホームの生産
体制強化

山形銀行

22 2506210368 山形県 株式会社板垣鉄工所 ３次元データの製作による高技術分野への進出 きらやか銀行

23 2506210369 山形県 有限会社高津光学
専用研磨機械の導入による高精度小径レンズの製
作・特殊レンズ製作の実現と市場拡大

きらやか銀行

24 2506210371 山形県 株式会社エムシーピー 口腔ケア・リハビリテーションモデルの開発 巣鴨信用金庫

平成２５年度補正　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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25 2506210378 山形県 株式会社クリーンシステム
特殊アタッチメント導入による木くず再生工程及び選
別作業工程の作業効率化

山形銀行

26 2506210383 山形県 株式会社吉田製作所
ＣＮＣ円筒研削盤導入による高精度丸物部品の品質
向上と納期短縮

荘内銀行

27 2506210385 山形県 有限会社タケダ実業
多色ジャガード織りのデザイン力向上と試作対応力
の強化による新市場の獲得

米沢信用金庫

28 2506210387 山形県 大蔵精機株式会社
海水淡水化プラント及びガス関連プラント市場への
事業展開

山形銀行

29 2506210393 山形県 株式会社明立
横型マシニングセンタによる油圧制御弁弁箱の高精
度低コスト加工技術の開発

荘内銀行

30 2506210397 山形県 株式会社鋳物屋
【老人施設等、未開拓市場のニーズに合った大容量
圧力調理器の商品開発・試作】

山形銀行

31 2506210402 山形県 株式会社ミキプロセス
ＰＵＲホットメルトによる製本体制の構築と販路の拡
大

税理士法人土田船越事務
所　土田一成

32 2506210403 山形県 株式会社三和技術コンサルタント
マルチコプター等による写真測量と地上３Ｄレーザー
スキャナーを使用した計測技術

山形銀行

33 2506210404 山形県 株式会社マキーナ
多品種少量短納期に対応する一貫生産ラインの確
立と生産性向上計画

荘内銀行

34 2506210406 山形県 株式会社横川建設
建設系発生木材チップのボード製品への良質な原
料の供給

山形銀行

35 2506210408 山形県 アヒコファインテック株式会社
分光光度計の導入による医療機器分野製品加工の
拡大

新庄信用金庫

36 2506210410 山形県 株式会社阿部デンタルラボ
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭの導入により先進性の高い安
心・安全な歯科技工物の提供

荘内銀行

37 2506210412 山形県 株式会社アサヒニイズマ
平面研削盤導入による精密加工部品の高精度化実
現と受注拡大

荘内銀行

38 2506210413 山形県 株式会社カリカワ
自動延反機導入による素材対応力の強化と受注の
安定化

山形銀行

39 2506210415 山形県 有限会社協同電子工業
ポイント噴流式自動はんだ付け装置の導入によるプ
リント基板加工プロセスの改善

荘内銀行

40 2506210418 山形県 スズキハイテック株式会社
半導体リードフレーム熱硬化性樹脂バリ除去装置の
自動化による生産性向上

山形銀行

41 2506210421 山形県 有限会社グローバルアイ
独自真空乾燥調理設備による国内外の飲食店向け
一次加工米の開発

商工組合中央金庫

42 2506210424 山形県 山佐工業株式会社
新型複合旋盤導入による加工精度の向上、納期短
縮化、コスト削減と新規市場参入

荘内銀行

43 2506210426 山形県
庄内青果花き物流活性化事業協
同組合

小規模農家と食品製造業者を結ぶ「一次加工原料
供給体制」の構築

商工組合中央金庫

44 2506210429 山形県 サニースタイル株式会社
最新鋭のマテハン機器導入による高効率「出荷体
制」の構築と受注拡大への取組み

朝日信用金庫

45 2506210436 山形県 株式会社工房やまだ
新型リワークシステムの導入による多層基板の部品
実装・交換のワンストップ化と短納期化

米沢信用金庫

46 2506210437 山形県 株式会社菊地保寿堂 高周波電気炉増設（鉄溶解用） 山形銀行

47 2506210442 山形県 株式会社ソーアップ
画期的な新型リネンタグを製造する自動化装置の導
入

米沢商工会議所

48 2506210443 山形県 株式会社サラミ家
深絞り真空機導入による新商品開発と新規市場開
拓

荘内銀行

49 2506210444 山形県 株式会社ワイテック 画像処理技術による切削工具検査装置の開発 きらやか銀行

50 2506210445 山形県 東亜メッキ株式会社
ノンシアンメッキ設備導入による生産体制の強化と
環境負荷低減

荘内銀行
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51 2506210452 山形県 株式会社スペースパーツ山形 外壁モルタル下地パネル生産体制整備事業 きらやか銀行

52 2506210455 山形県 株式会社共栄
新規難素材への対応機材導入による生産性向上、
新規分野の受注開拓

山形銀行

53 2506210463 山形県 株式会社久遠の森
いつでも誰でもどこからでも・安心のお焚き上げネッ
トワーク

荘内銀行

54 2506210470 山形県 アルス株式会社
省エネ義務化に向けたアルミ複合木製サッシの試作
開発・量産化

米沢信用金庫

55 2506210472 山形県 株式会社シルキーリビング
保温・遮熱機能の高い新規３重構造カーテンの商品
化

米沢信用金庫

56 2506210478 山形県 株式会社管製作所 中小企業を対象にした新型洗浄機の開発、事業化 山形銀行

57 2506210479 山形県 株式会社あじまん
ミニ十勝あん（粒あん）の小分け包装による用途拡
大

山形銀行

58 2506210484 山形県 株式会社アイシン精機 日本の産業競争力に資する光学部品製造の高度化 荘内銀行

59 2506210486 山形県 三和油脂株式会社
粉砕機の導入による米ぬか加工食品量産化体制の
構築

山形銀行

60 2506210488 山形県 有限会社フジヨシ
超薄型基板への微小部品搭載技術の確立と医療機
器市場への参入

荘内銀行

61 2506210489 山形県 有限会社奥山メリヤス
超立体的なニット製品を製造する、立体造形編込み
技術の確立

荘内銀行

62 2506210494 山形県 鶴岡計器株式会社
電気計測器部品の高品質化のための生産プロセス
の改善

有限会社アダチマネジメント
コンサルティング

63 2506210495 山形県 ワイエム技研株式会社
部品再生量産化に向けた対象部品継続使用可否判
定の品質基準作成

米沢信用金庫

64 2506210496 山形県 株式会社マスコエンジニアリング
新型溶接ロボット導入によるエアバックケース製造プ
ロセスの高度化と品質管理体制の確立

荘内銀行

65 2506210498 山形県 株式会社クレインヒル
被服縫製加工における短納期・高品質化実現による
生産性の向上、競争力の強化

鶴岡信用金庫

66 2506210499 山形県 株式会社モリタ興産
航空・宇宙用部品の精密加工における生産プロセス
の改善及び納期短縮システムの開発

きらやか銀行

67 2506210502 山形県 有限会社登起波牛肉店
ＣＡＳ冷凍設備の導入により高品質商品（牛肉）を提
供し、自社ブランド価値の向上を図る

米沢信用金庫

68 2506210503 山形県 大和化成工業株式会社
ＮＣ自動旋盤の導入による“医療等の成長分野への
拡販”と“新しい人材の確保と育成”

荘内銀行

69 2506210505 山形県 株式会社北日本ハウジング アルミフラッシュドア製造に係る新工法の開発 山形信用金庫

70 2506210510 山形県 角田商事株式会社
過熱蒸気殺菌による果肉加工食品原料の多様化お
よび品質の向上

山形銀行

71 2506210524 山形県 株式会社平野屋
「ソフト木綿」で市場拡大！食感を劇的に変える「豆
腐革命！」

山形銀行

72 2506210537 山形県 有限会社佐藤商店
地元食材（山蕗）を活用した高付加価値商品の開発
による競争力強化

もがみ北部商工会

73 2506210541 山形県 山形昭和産業株式会社
鉄線又は鉄筋の組立加工品の製造における生産性
の向上

山形銀行

74 2506210544 山形県 株式会社ナンバ
自動車・航空宇宙開発事業関係機器製造のための
他社に負けないＱＣＤの実現

東日本銀行

75 2506210547 山形県 株式会社大丸石油店
クラウド型ＰＯＳシステムの導入による災害時にも安
心ＧＳ構築事業

荘内銀行
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