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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 2606110001 山形県 株式会社アーバンデリバリー
最新検査機導入による検査体制の内製化・自動化と高付加価
値製品の受注拡大

荘内銀行

2 2606110004 山形県 後藤電子株式会社
極細真四角電線を活用した携帯情報端末用スピーカー向けボ
イスコイルの自動製造機器の導入

山形銀行

3 2606110006 山形県 株式会社アーバンルック 長毛高級生地の風合いを損なわない縫製技術の確立 荘内銀行

4 2606110007 山形県 株式会社ティーワイテクノ ＯＣＴによるインジェクションバルブ検査システム開発 荘内銀行

5 2606110008 山形県 株式会社片桐製作所
真空炉導入による自動車部品研削加工用超砥粒ビトリファイド
砥石の製造実現

きらやか銀行

6 2606110009 山形県 株式会社高研 マシニングセンタを活用したオーダーメイド医療機器の製作 荘内銀行

7 2606110011 山形県 藤庄印刷株式会社
反転高積紙揃機導入による作業員の身体的負荷軽減とコスト
ダウン

山形銀行

8 2606110016 山形県 鈴木モータース
東北地方初！国内外主要バイクメーカー対応の車両診断テス
ター導入に伴う、新サービスの実施

山形銀行

9 2606110020 山形県 遠藤商事株式会社
閉鎖型野菜工場における銀・銅イオンを用いた殺藻手法の確
立による作業効率の改善

山形銀行

10 2606110021 山形県 有限会社山形義肢研究所
ＣＡＤ－ＣＡＭシステムを用いた治療用インソール提供の新規
サービスの展開

山形銀行

11 2606110026 山形県 株式会社ニシカワ
グローバルマシン導入による工程内容の多能工化と効率化推
進

荘内銀行

12 2606110031 山形県 山形写真要品株式会社
高品質な大型ラボ機導入により多様化する写真サービスの内
製化

山形銀行

13 2606110033 山形県 武田鉄工株式会社
鉄骨溶接ロボットシステム導入による溶接プロセスの高度化と
鉄構生産の効率化

荘内銀行

14 2606110034 山形県 株式会社マイスター 機械加工用切削工具再研削の高精度化への対応 山形銀行

15 2606110035 山形県 有限会社東和紙器
針金を使用しない自動製函機導入による生産性の向上及び
環境対応型商品の実現

山形銀行

16 2606110036 山形県 布施建設株式会社 機械化によるコア溶接仕口生産のプロセスの確立と高度化 荘内銀行

17 2606110037 山形県 有限会社笹原建業 ３Ｄプリンター導入による住宅及び特殊建築物の高度化 山形銀行

18 2606110039 山形県 世田谷精機株式会社
回転ステージ付レーザーマーカーによる歯科用医療機器の品
質確保と生産プロセス向上

城南信用金庫

19 2606110040 山形県 株式会社エツキ
横型マシニングセンタのプールライン方式変更による生産プロ
セス革新

山形銀行

20 2606110043 山形県 精英堂印刷株式会社
箔押し等加工機械の導入によるシール品質の向上と顧客製品
の付加価値の拡大

山形銀行

21 2606110044 山形県 株式会社伊藤製作所
ＣＮＣ三次元測定機等の導入による精密部品の高効率、高精
度検査システムの確立

山形銀行

22 2606110046 山形県 髙島産業株式会社 地域連携型「工業用ブラシ製造工程ラインの改善」 山形銀行

23 2606110047 山形県 進和ラベル印刷株式会社 オフセット印刷機による特殊かつ高品質ラベルの小ロット対応 山形銀行

24 2606110048 山形県 株式会社三洋 最新設備の導入による品質と生産性向上、及び新規事業展開 荘内銀行

25 2606110049 山形県 株式会社平野屋 山形名物玉こんにゃくの新製法による商品開発と販路拡大 山形銀行

26 2606110050 山形県 株式会社タンドル
「ニットＣＡＤ」と「ホールガーメント専用機」導入による生産プロ
セス高度化と自社企画商品の開発

商工組合中央金庫

平成２６年度補正　ものづくり・商業・サービス革新補助金
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27 2606110052 山形県 株式会社東北工材 事業用大型空調・集塵フィルターの再生・保管サービス事業 荘内銀行

28 2606110053 山形県 テクマン工業株式会社
自動車向け小型部品成形用のカスタム温度制御コントローラ
の開発と市場拡大

きらやか銀行

29 2606110054 山形県 有限会社山冨士機械
５軸複合加工機導入による高精度な複合加工部品の製造実
現と市場拡大

きらやか銀行

30 2606110058 山形県 スズモト株式会社
ブラスト作業の自動化による生産性向上と、単純作業から高
付加価値作業への人員配置転換

山形銀行

31 2606110063 山形県 株式会社荒井製作所
高精度パンチ金型並びに精密治工具の新規事業参入のため
の最新機械導入

山形銀行

32 2606110066 山形県 ネクスト環境コンサルタント株式会社
新型分析計（ＧＣ／ＭＳ）導入による産業廃棄物分析に特化し
たサービスの納期短縮とコスト削減。

山形銀行

33 2606110068 山形県 高陽電機株式会社
３次元ＣＡＤ・太物ワイヤー加工の機械化による配電制御機器
の生産革新

山形第一信用組合

34 2606110069 山形県 有限会社峯田製作所
ディーゼルエンジンに搭載される流量制御部品の高精度加工
及び生産工程の削減

きらやか銀行

35 2606110072 山形県 株式会社大風印刷
カッティングプロッタ導入による少量多種ロット印刷への対応と
試作品の精度向上及び納期短縮

山形銀行

36 2606110073 山形県 中央印刷株式会社
高速デジタルラベル作成システム導入による新規分野への進
出

商工組合中央金庫

37 2606110077 山形県 株式会社高橋型精
上下切断刃型を用いた、プレスによるアクリル素材切断加工
技術の確立

荘内銀行

38 2606110079 山形県 合資会社虎屋西川工場
首都圏ミドル世代をターゲットにした高付加価値赤ワインの製
造実現とブランド戦略の構築

きらやか銀行

39 2606110084 山形県 株式会社コステム
横型複合加工機導入による複雑形状部品加工の精密化及び
短納期化

荘内銀行

40 2606110087 山形県 株式会社タカハタ電子 浄化空気を除湿・循環させる常温食品乾燥機の試作開発 荘内銀行

41 2606110089 山形県 株式会社鈴木酒造店長井蔵
副産物である酒粕の徹底的な有効利用による新規格酒粕焼
酎の商品開発と新シーズの開発

山形銀行

42 2606110092 山形県 株式会社ミキプロセス
高品質印刷による新技術ＡＲを用いた印刷物の付加価値向上
サービス。

きらやか銀行

43 2606110093 山形県 日本重化学工業株式会社 鋳造技術の改良による高性能水素吸蔵合金の実用化開発 小国町商工会

44 2606110094 山形県 田村牛乳
新型自動洗浄装置導入による、牛乳製品衛生面の制御管理
と高度化

荘内銀行

45 2606110095 山形県 六歌仙酒造協業組合
最新設備導入による製造環境の改善と、清酒の高品質化によ
る競争力の強化

山形銀行

46 2606110097 山形県
株式会社ＫＥＮ ＯＫＵＹＡＭＡ ＤＥＳＩＧ
Ｎ

独自のデザインによるドライカーボンパーツ内製化と高品質な
型の製作

税理士法人霞城会計事務所

47 2606110098 山形県 江村技建
３次元加工設備体制の構築による一貫作業確立と異素材融
合商品の試作開発

山形銀行

48 2606110106 山形県 株式会社テクノ
自動車用電動ブレーキ部品の鍛造工程３Ｄ解析による試作期
間短縮

酒田ふれあい商工会

49 2606110113 山形県 庄内環境衛生事業株式会社
良質ＢＤＦの精製によるゴミの減量化及び環境にやさしい循環
型社会の構築

山形銀行

50 2606110115 山形県 ミラノキング株式会社
アパレル製品における新素材、多品種少ロット生産に対応した
システム構築と受注拡大

きらやか銀行

51 2606110117 山形県 株式会社ＪＰＤ
当社開発のＡＲアプリ「ＡＲＩＳＡＲ」を活用した地域産業の活性
化

山形銀行

52 2606110118 山形県 株式会社タカシマエンジニアリング
大型受配電盤製造用の加工機械を「自社で組立製作に挑戦
し・その市場への参入」を実現する。

山形銀行

53 2606110120 山形県 富士電子株式会社 高齢者の健康寿命を延ばす為のゲーム方式リハビリ機器開発 山形銀行

54 2606110122 山形県 株式会社四釜製作所
航空機市場をターゲットとした高精度マシニングセンタの導入
による工程集約の構築

きらやか銀行
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83 2606110186 山形県 株式会社最上川環境技術研究所
半導体用チラー装置の高性能リークテスタ導入による生産性
向上と環境保護

山形銀行

84 2606110188 山形県 峰田メリヤス株式会社 新市場における新素材編地開発のための設備投資 山形銀行

85 2606110189 山形県 有限会社天童製麺
新商品の極細そばそうめん開発による既存顧客の掘り起しと
新規顧客開拓

新庄信用金庫

86 2606110190 山形県 株式会社ニクニ白鷹
複合旋盤を用いた医療用低振動・低騒音コンプレッサーの開
発と製造

山形銀行

87 2606110196 山形県 アイティ・ルーム株式会社
新型「自動裁断機」導入による更なる海外展開への加速と新
分野の受注拡大

荘内銀行

88 2606110197 山形県 株式会社上林鉄工所
レーザ切断加工機導入による製缶加工品の高品質化と非鉄
金属加工品への製品群拡大

きらやか銀行

89 2606110202 山形県 株式会社原田製作所 マシニングセンター導入によるロボット部品加工への参入計画 山形銀行

90 2606110205 山形県
株式会社山形コミュニティデータセン
ター

地元企業販売マッチング「共同購入型地元商品ネットショップ」
の展開

山形銀行

91 2606110212 山形県 株式会社ＳＨＵＴＥＣＨ 平滑で高品質な導電性ダイヤモンド薄膜基板の開発環境整備 山形銀行

92 2606110214 山形県 株式会社双葉建設コンサルタント
マルチコプターによる写真測量及び航空レーザデータを使用し
た計測技術の更なる向上

荘内銀行

93 2606110220 山形県 株式会社国際創研
専用カメラと放射線メータの文字認識技術を活用した除染事
業支援ツールの試作開発

山形銀行

94 2606110222 山形県 佐藤繊維株式会社
最新のホールガーメントⓇ専用編機による理想的なニットウェ
アの追求

商工組合中央金庫

95 2606110224 山形県 千歳産業有限会社
オリジナル衣料品の販路開拓及び多品種少量生産のための
基盤強化

税理士法人土田船越事務所

96 2606110225 山形県 有限会社酢屋吉正
麹の糖化殺菌設備導入による麹の糖化原液（フルーツ入り甘
酒、甘こうじ）、麹酵素タブレット等の製造実現と市場拡大

税理士法人土田船越事務所

97 2606110226 山形県 有限会社山脇電子工業所
複雑化する生産業務管理の向上を図る多機能独自管理シス
テムの構築

荘内銀行

98 2606110227 山形県 株式会社笹金板金
動力切断機の入れ替えによる、他社との差別化による受注拡
大

北郡信用組合

99 2606110234 山形県 株式会社赤塚製氷
県内初の新規氷加工設備導入による顧客ニーズ多様化への
対応

山形銀行

100 2606110237 山形県 菅原冷蔵株式会社
廃棄物処理装置の導入による製造コストの削減及び快適な環
境設備の設置

商工組合中央金庫

101 2606110238 山形県 株式会社エスプレモ
福祉介護分野に向けた電動アシスト機能つきの温もりのある
木製デザイン車いすの開発

きらやか銀行

102 2606110239 山形県 株式会社川崎精工
マシニングセンタ－の導入による医療機器・産業用ロボット用
大型部品の製造実現

きらやか銀行

103 2606110240 山形県 和田酒造合資会社 地元野菜とマッチングする新しいテイストを持つ日本酒の開発 山形銀行

104 2606110245 山形県 株式会社庄司建設
下水道管路等の更生技術の確立による社会インフラの長寿命
化に資する事業の実現

きらやか銀行
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