
　　（受付番号順）

平成29年度　山形県中小企業スーパートータルサポ補助金
（設備投資等促進事業）

認定事業一覧（69件）

1 県設備291001 株式会社片桐製作所
上山市

（山形市）
ダイヤモンド砥石成形盤導入による大型砥石仕上げ成形の高精度化および生産性向上 きらやか銀行

2 県設備291002 株式会社東北精工 上山市 「同時５軸加工機」の導入による複雑形状・高品質の実現とＩｏＴ化による生産効率の改善 きらやか銀行

3 県設備291003 金山コネクタ株式会社 金山町 測定顕微鏡導入によるＩｏＴ関連の設備装置部品加工精度向上及び、品質傾向管理の強化 新庄信用金庫

4 県設備291004 有限会社ナカヤマ製作所 白鷹町 付加軸搭載のマシニングセンタ導入による革新的加工技術構築、及び宇宙航空機産業への参入 きらやか銀行

5 県設備291005 株式会社月岡産業 新庄市 生産力向上と加工能力強化の為の新設備の導入によるスムーズな製造ラインの実現 新庄信用金庫

6 県設備291006 株式会社川崎精工 白鷹町 高速マシニングセンタ導入によるロボット産業用超薄物製品の製造実現と市場拡大 きらやか銀行

7 県設備291007 有限会社冨樫成型所 南陽市 射出成形工程の自動化と材料の再資源化による飛躍的な生産性の向上 山形銀行

8 県設備291008 株式会社大風印刷 山形市 地域内小規模事業者との協業および相互の事業範囲拡大のための高度加工設備の導入 山形銀行

9 県設備291009 有限会社ウッド・クラフト 新庄市 ＮＣルーター導入によるオーダー家具製作の生産性向上と今後の受注拡大について 山形銀行

10 県設備291010 株式会社鈴木製粉所 山形市 アルファ化の技術を使った風味豊かで香り高い高品質な「十割そば」用そば粉の提案 きらやか銀行

11 県設備291012 江村技建 米沢市 ＮＣダボ打ち機導入による三次元加工機との連係と市場ニーズへの対応 山形銀行

12 県設備291013 株式会社庄司製菓 上山市 最新型製粉機導入による山形県産米を使用した新食感煎餅の量産による売上拡大 荘内銀行

13 県設備291015 株式会社ウェルランド 長井市 里山の計画的整備及び防風林伐採による木質資源の有効活用 米沢信用金庫

14 県設備291016 エイチエムテイシステムエンジニアリング株式会社
東京都大田区

（高畠町）
最新の製造・検査装置製作対応の部品加工精度の向上による自動・省力化装置の技術力向上 クローバー税理士法人

15 県設備291017 山佐工業株式会社 山形市 新型高精度マシニングセンタ導入による切削加工の高精度化、難削材への対応と売上拡大 荘内銀行

16 県設備291018 株式会社太田製材 天童市 ＮＣルーター導入による輸出用精密部品の木枠梱包材箱の開発及び生産性向上 きらやか銀行

17 県設備291019 有限会社サンテックスイサワ 村山市 材料自動調達式ＣＮＣ旋盤導入による、工程自動化促進による生産性向上 山形銀行

18 県設備291020 株式会社五十嵐精工 米沢市 ＡＩおよびＩｏＴを活用した変種変量生産への対応 税理士法人豊

19 県設備291021 スズモト株式会社 鶴岡市 多品種・小ロット＆短納期に対応する革新的生産管理システム開発による生産性向上と収益率の改善 山形銀行

20 県設備291022 有限会社永沢製作所 尾花沢市 新型ＮＣ旋盤導入による電動車椅子ブレーキ部品の高品質生産、及び生産効率の改善 きらやか銀行
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21 県設備291023 有限会社フジヨシ 鶴岡市 最新型大型自動クリームはんだ印刷機導入により生産ラインの自動化、生産性向上、売上拡大を図る 荘内銀行

22 県設備291024 株式会社国際創研 米沢市 写真測量作業とＧＩＳソフトを活用した図面作成サービスの提供 山形銀行

23 県設備291025 八千代田精密株式会社 米沢市 航空機の新機種開発品対応による加工技術の向上とIoＴ化による増産体制の構築 米沢信用金庫

24 県設備291026 シカマ製作所 天童市 マシニングセンタ導入による高精度加工への対応と生産効率の飛躍的な向上 きらやか銀行

25 県設備291027 株式会社マルコーエンジニアリング 米沢市 最新高精度加工機導入による金型部品加工の精度及び生産性向上 山形銀行

26 県設備291028 有限会社イーユー
新庄市

（戸沢村）
スポーツウェア生産設備の最新化による生産性の向上 山形銀行

27 県設備291029 有限会社モリテクノ 村山市 ロボット付き複合機能ＣＮＣ精密旋盤導入による生産性向上・低コスト化の取組 山形銀行

28 県設備291030 有限会社竜泉・滝川 鶴岡市 最新型冷凍機を導入することにより「凍結未加熱蒲鉾」を製造・販売し、売上を拡大する 荘内銀行

29 県設備291031 株式会社ワイテック
東京都目黒区

（新庄市）
航空機産業の受注拡大を実現する、高速・高精密ワイヤ放電加工機導入による競争力強化 きらやか銀行

30 県設備291032 山形螺子工業株式会社 村山市 供給装置付ＮＣ自動旋盤導入による大口径部品の生産性向上と受注拡大 きらやか銀行

31 県設備291033 丸善製作所 村山市 ＣＮＣ旋盤機導入による、作業工程削減での船舶用部品の生産性向上の確立と医療機器分野への参入 山形銀行

32 県設備291034 齋藤工業所 庄内町 廃瓦リサイクルによる環境にやさしく次世代に繋がる瓦の新活用法 鶴岡信用金庫

33 県設備291035 株式会社三協製作所
東京都江戸川区

（長井市）
アルミ合金大型長尺製品の独自成形技術の確立による新規製品の開発力強化と売上拡大 きらやか銀行

34 県設備291036 株式会社三和精機 山形市 多品種小ロット製品の受注拡大と新規量産生産品との両立を目指す きらやか銀行

35 県設備291038 田村牛乳 酒田市 安否確認付き牛乳宅配サービスの実施による売上拡大 荘内銀行

36 県設備291039 有限会社石川技研 尾花沢市 県内初の遠近法を使った３Ｄ座標出力ソフトの導入 山形銀行

37 県設備291041 株式会社寒河江スクリーン 寒河江市 技能承継と生産性向上を図り受注機会ロスの解消と売上拡大を実現 山形中央信用組合

38 県設備291042 株式会社エアボーリング 大江町 バーリング加工機及び半自動溶接機導入による井戸工事用の耐久性の高い配管の提供 きらやか銀行

39 県設備291043 株式会社丸勝鉄工所 長井市 最新型３軸自動形鋼ドリルマシンの導入による生産性向上と内製化及び新規受注の獲得 荘内銀行

40 県設備291044 株式会社サンスタイル 鶴岡市 新型自動裁断機導入に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 山形銀行
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41 県設備291045 有限会社シイ・エス・アイ・エス 山形市 県内初の自動車塗料完全水性化による環境保全及び顧客満足度の向上 山形銀行

42 県設備291046 安川歯科クリニック 川西町 歯科用ＣＴを活用した口腔外科治療の診断力と安全性向上のための革新的取り組み 山形銀行

43 県設備291047 米鶴酒造株式会社 高畠町 日本酒製造ラインの酒質分析の自動化による高品質化と商品ラベル工程の合理化による売上拡大 山形銀行

44 県設備291048 株式会社曙印刷 山形市 店舗展開企業向けに集客やリピート率を向上させる小ロット販促物作成サービスの提供 きらやか銀行

45 県設備291049 オプテックス工業株式会社 尾花沢市 マシニング加工設備導入に伴う自動省力化生産体制の確立による市場拡大への取り組み 山形銀行

46 県設備291051 株式会社東海林製作所 天童市 消火器ハンドルカシメ装置の開発導入による生産性向上と新分野への進出 きらやか銀行

47 県設備291052 株式会社ミツワ鐵工 尾花沢市 建築鉄骨加工用仕口ブラケットの溶接ロボット導入による若手・女性の登用による生産性の向上 きらやか銀行

48 県設備291054 株式会社りんご苑 高畠町 高鮮度維持（プロトン）凍結機導入による販売先連携及び新規顧客層進出 きらやか銀行

49 県設備291055 株式会社堤自動車 酒田市 新規塗装ブース導入による顧客満足度向上・作業効率向上事業 鶴岡信用金庫

50 県設備291056 有限会社渡辺鋳造所 山形市 ＣＮＣ旋盤導入による難削鋳鉄部材の仕上げ加工の付加価値向上 きらやか銀行

51 県設備291057 岡山樹脂工業株式会社 鶴岡市 小型多ロット樹脂製品の自動化による効率化と市場ニーズに適応した生産体制の構築 きらやか銀行

52 県設備291058 株式会社ファッション・カタクラ 寒河江市 縫製業界最新設備導入によるメンテナンス強化と生産性による技術継承と社員の所得向上 きらやか銀行

53 県設備291059 株式会社キョウリツ 米沢市 商品を魅力的にする外装提案営業に向けた４色シール印刷の品質向上 山形銀行

54 県設備291060 株式会社双進機工 山形市 ＩｏＴとＡＩ活用による時代のニーズに適した高度生産体制の構築及び競争力の強化 荘内銀行

55 県設備291061 有限会社メディカほし薬局 新庄市 お客様との対話重視・予防医療によるヘルスケア産業への参入 荘内銀行

56 県設備291062 有限会社トーワホーム 新庄市 パネル製作機の導入による生産プロセスの再構築とその品質の向上 山形銀行

57 県設備291063 石田電子株式会社
茨城県守谷市

（白鷹町）
組立・配線のロボット化によるハウス向ＩｏＴ制御・警報監視装置の生産性向上 山形銀行

58 県設備291064 株式会社エルデック 酒田市 最新の管内調査システム導入による新サービスの提供と業務の拡大 荘内銀行

59 県設備291065 株式会社リンショー
神奈川県足柄上郡

（上山市）
精密機器部品加工体制（高精度・少量多品種対応・迅速化）の改善と構築 株式会社ウィステリア

60 県設備291066 有限会社イノウエ 村山市 ＡＩ搭載ＣＮＣ旋盤の導入による品質・生産の高度化と新市場進出 荘内銀行
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61 県設備291067 鶴岡計器株式会社 鶴岡市 電気指示計器の高効率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

62 県設備291068 株式会社山陽精機
埼玉県朝霞市
（尾花沢市）

最新工作機導入による高品質・生産効率向上事業計画 尾花沢市商工会

63 県設備291069 有限会社武田工機 山形市 生産工程最適化による生産性向上と医療器具部品への業容拡大 山形信用金庫

64 県設備291070 株式会社明立 東根市 ３軸制御旋盤による高機能油圧制御弁弁体加工技術の開発 山形銀行

65 県設備291071 セブンズエレクトロ株式会社 高畠町 受注～出荷迄のＩＣＴ化による効率的な生産管理体制の確立 きらやか銀行

66 県設備291072 有限会社安達製作所 村山市 旋盤加工とフライス加工を集約することにより、売上拡大を実現する 荘内銀行

67 県設備291073 有限会社大沼産業 最上町 最新型設備導入によるインナーブーツ生産体制の高度化と売上拡大 荘内銀行

68 県設備291074 株式会社 トーク 鶴岡市 お客様とのホットライン「顧客専用ホームページ」による新サービスの提供 荘内銀行

69 県設備291075 株式会社小嶋総本店 米沢市 海外販路でもフレッシュな味わいが長期間持続する日本酒の開発 山形銀行
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