
別紙６

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

2515110002 新潟県 株式会社足立製作所 小ロット多品種生産に対応したハイブリッドドライブベンダーの導入 大光銀行

2515110005 新潟県 株式会社野水機械製作所 タービンブレード研磨機の製品化のための加工機導入 第四銀行

2515110008 新潟県 株式会社三好 CNC立旋盤導入による生産性向上と作業環境の改善 北越銀行

2515110014 新潟県 株式会社中央製版 抜型製作の内製化による、「超」短納期対応の実現 商工組合中央金庫

2515110016 新潟県 株式会社有本製作所 金型温度調整による絞り成型の安定化と省工程化 三条信用金庫

2515110017 新潟県 トップ工業株式会社 最先端ワイヤー放電加工機導入による医療用工具の開発 三条信用金庫

2515110020 新潟県 ウエノテックス株式会社 最新式大型三次元測定機の導入による航空・宇宙産業に向けた品質保証体制の確立 第四銀行

2515110021 新潟県 田中工業株式会社 鋼構造物施工の工期超短縮化を目的とした、製品内製化システムの開発 北越銀行

2515110023 新潟県 宮本警報器株式会社 自動車用電子ブザーのチップ化および鉛フリー化品を実現するための量産ラインの確立 東日本銀行

2515110025 新潟県 株式会社スリーピークス技研 ペンチ類の精密加工による品質安定化及び生産コストの削減 三条信用金庫

2515110026 新潟県 明和工業株式会社 橋梁・水管橋の耐震化部品の生産能力向上事業 第四銀行

2515110028 新潟県 八千穂 Y軸CNC旋盤導入と技能者養成による複雑形状への精密加工対応力と事業基盤の強化 大光銀行

2515110029 新潟県 丸正ニットファクトリー株式会社
ニット業界専門の3D機能搭載の最新アプリケーションソフト「APEX3」でのシュミレーション
と立体画像活用による、生産効率及び、新製品開発力の向上計画

商工組合中央金庫

2515110030 新潟県 有限会社カトウウエルド ステンレス製業務用厨房機器の溶接加工生産プロセスの合理化 三条信用金庫

2515110031 新潟県 有限会社小林鐵工所 ＮＣ横中ぐり機を用いた横中ぐり切削加工の高度化事業 西村会計事務所

2515110032 新潟県 新和メッキ工業株式会社 環境配慮型非鉄金属洗浄プロセスの導入 第四銀行

2515110035 新潟県 イオカ電子株式会社 異物監視装置 北越銀行

2515110036 新潟県 株式会社ミツワ 業務用大型連続式洗濯機の運用コストを削減する粉洗剤投入機の開発 第四銀行

2515110038 新潟県 丸越工業株式会社
端曲げ機構付3本ロール加工機とＲ曲げ用特殊金型導入等による曲面加工の高精度・高
効率化の実現

北越銀行

2515110039 新潟県 株式会社エビス 気泡管の内面スクリーンインキ充填 三条信用金庫

2515110040 新潟県 株式会社オーシーエス “日帰り温泉”の利便性を追求し、温浴市場活性化と事業拡大のためのソフト開発 第四銀行

2515110041 新潟県 株式会社カドクラ 高能率５軸複合加工機によるチタン製医療用部材の精度向上と合理化を目指す 北越銀行

2515110043 新潟県 シンコー株式会社 高機能血液検査装置向けサファイア光学セル部品の製造技術開発 第四銀行

2515110044 新潟県 株式会社トライテック 木工内装材向け加飾用途のためのインクジェット印刷装置の開発
公益財団法人にいがた産業創
造機構

2515110045 新潟県 ミズホ株式会社 高効率研削技術を応用したカスタムメイド人工股関節手術用器械の試作・開発
公益財団法人にいがた産業創
造機構

2515110046 新潟県 柏陽鋼機株式会社 加工技術・作業効率向上と短納期による顧客満足を図る複合機導入事業 商工組合中央金庫

2515110048 新潟県 株式会社田邊
三次元測定スキャナーの導入による手作業では不可能な複雑で精密な図面と製品の開
発

にいがた産業創造機構

2515110049 新潟県 株式会社ヘルツ 福祉・セキュリティに有効な画像処理式人感センサーの開発とその応用 第四銀行

2515110050 新潟県 株式会社シンドー トンネル工事に於けるあと施工を可能にするアンカーの開発・製造 第四銀行
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2515110051 新潟県 株式会社アイ・シイ・エス 熱処理前洗浄工程の効率化による新分野製品の受注拡大 朝日税理士法人

2515110053 新潟県 株式会社小林精密 注射液など液体医薬品製造用バルブの開発 第四銀行

2515110055 新潟県 新生電子株式会社 防災対応、雨量測定データロガーシステムの開発 燕商工会議所

2515110059 新潟県 藤中工業株式会社
「5面加工門形マシニングセンタ」の導入による高品質・低コストな大型形状部品加工の内
製化及び新発想フレームの製品化

パートナーズプロジェクト税理
士法人

2515110062 新潟県 ダイトゴム株式会社 防振ゴム動特性試験機導入による品質保証体制強化と信頼性の向上による販路拡大 東和銀行

2515110063 新潟県 株式会社渡邊製作所
蒸気タービンに使用するタービンブレードの加工高効率化(バフ研磨の効率化)に伴う試
作開発・短納期のニーズに対応可能な体勢を構築する。

第四銀行

2515110066 新潟県 佐渡精密株式会社 医療用内視鏡の機能向上に対応する同先端部品加工体制の革新 北越銀行

2515110070 新潟県 株式会社清水金型製作所 医療・新エネルギー・新素材への挑戦　～新しい金型生産システムの構築～ 第四銀行

2515110072 新潟県 野水金型製作所 自動車エンジンピストン金型の工期短縮・高品質化製造技術の開発 三条信用金庫

2515110074 新潟県 株式会社サイカワ 医療用ワイヤー伸線加工技術開発 北越銀行

2515110075 新潟県 株式会社品銀鉄工所
収益性改善および受注力拡大を目的とした、レーザー加工機導入による生産性向上化
事業

第四銀行

2515110077 新潟県 吉川化工株式会社 低コスト・高精度・短納期対応を実現する鋳造模型の開発 協栄信用組合

2515110079 新潟県 有限会社毛利製作所 立体加工部品のコスト削減による生産を実施し、航空・医療産業の販路拡大を図る。 第四銀行

2515110082 新潟県 株式会社河井工業 最先端サーボプレス機導入による太陽光パネル取付け金具の試作開発 三条信用金庫

2515110087 新潟県 有限会社野村木工所
ＮＣボーリングマシン導入よる低コスト化、短納期化対応可能な高精度な加工システムの
構築

長岡信用金庫

2515110090 新潟県 株式会社吉崎製作所 最先端小型マシニングセンター導入による自動車部品の試作開発 商工組合中央金庫

2515110093 新潟県 株式会社青海製作所 次世代自動車部品の試作開発における高度化と低コスト化 第四銀行

2515110100 新潟県 外山工業株式会社 中型収納庫を開発するため最先端材料自動供給機を導入 第四銀行

2515110106 新潟県 有限会社石田製作所 板バネ材料特有のスプリングバックをミクロンで調整し、曲げの角度の調整レスの実現 三条信用金庫

2515110108 新潟県 フジイコーポレーション株式会社 日本初の革新的プレス工法で、環境機器の効率を向上し、世界へ事業展開 北越銀行

2515110113 新潟県 株式会社犀潟鉄工所 ＯＡ機器市場向け次世代型高精度ローラー材の開発と生産システムの構築 第四銀行

2515110115 新潟県 株式会社Ａ－ＴＲＡＤ 自動車用難削材ダイカスト金型の高速加工及び納期短縮の実現 第四銀行

2515110117 新潟県 株式会社テクノアイ フッ化物焼結体の新たな用途開発に関わる設備投資と試作試験 北陸銀行

2515110120 新潟県 新潟潜水興業株式会社 水中溶接・切断における潜水士安全支援システムの開発 第四銀行

2515110121 新潟県 株式会社高秋化学 オリジナル抗菌インクで印刷加工した抗菌繊維製品の開発 北越銀行

2515110126 新潟県 和田ステンレス工業株式会社 高精度サーボ油圧プレスを導入し、血液分析装置の保冷用容器を試作開発する。 第四銀行

2515110132 新潟県 株式会社明精工業 ＮＣ円筒研削盤の導入による長尺シャフト研削加工の高精度化 北越銀行

2515110133 新潟県 ＪＡＳＰＡ株式会社 航空機部品の効率的な一貫生産を実現するためのシステム導入 商工組合中央金庫

2515110134 新潟県 有限会社桝谷鉄工所 ポータブル3次元測定器導入による新規受注の獲得と品質管理の向上 八二銀行

2515110140 新潟県 光正株式会社 ミクロトームホルダーの開発と生産工程の合理化 商工組合中央金庫

2515110143 新潟県 株式会社アサヒ
異素材を融合させた新商品開発及び、自動研磨装置開発・導入による受注数量拡大と、
新規雇用による研磨技術継承

第四銀行
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2515110144 新潟県 株式会社三島屋楽器店 和楽器製造工程の高度化事業 第四銀行

2515110145 新潟県 株式会社カエリヤマ 複雑形状成型品(海外製)を少量切削にて生産代換する体制の確立 第四銀行

2515110147 新潟県 スワロー工業株式会社 太陽光パネル架台金具の増産と傾斜架台の開発試作 第四銀行

2515110149 新潟県 ジェイ･ティ･メタル株式会社
レーザー溶接機導入による顧客満足度向上及びデザイン性に優れたオリジナルチタン
チェーン開発

三条信用金庫

2515110151 新潟県 株式会社共栄鍛工所 医療用インプラント骨端プレートの開発 商工組合中央金庫

2515110152 新潟県 株式会社ウチダ和漢薬 健康食品の原料素材の供給による新分野への販路拡大 商工組合中央金庫

2515110155 新潟県 サンアロー化成株式会社 デザイン性の改善による人との親和性の高い革新的な部品の開発 新潟県信用組合

2515110156 新潟県 ナシモト工業株式会社
ワイヤー放電加工機導入による健康・医療分野向け新機構精密ハンドツール及び遠隔
操作ハンドルの複合精密加工コンパクト製造ラインの構築

第四銀行

2515110160 新潟県 株式会社石鋸工業 鋸ユーザーニーズの多様化に応える、自動目立て機導入によるシリーズ開発推進 第四銀行

2515110162 新潟県 高山工業株式会社 地ビール製造業者用の小型で耐久性に優れたタンクの開発事業 協栄信用組合

2515110165 新潟県 有限会社村山鍛造所 効率化・材料費削減をめざして。密閉鍛造に挑戦！ 柏崎信用金庫

2515110168 新潟県 新潟クオリティサプライ株式会社
車載用プリント基板HV・PHV・FCVに求められる高電圧大電流対応永久絶縁塗膜の形成
試作事業

第四銀行

2515110170 新潟県 株式会社サンカ 3Dプリンタ導入による、製品開発期間の短縮および新機能製品の開発強化 第四銀行

2515110171 新潟県 石山味噌醤油株式会社 無塩大豆発酵食品（無塩味噌）の量産を実現する為の設備投資計画 石田経理事務所

2515110172 新潟県 株式会社山幸鉄工 高精度角度（傾斜）切断機を導入して、切断精度と生産性を向上させる。 長岡信用金庫

2515110173 新潟県 株式会社大成 切断過納寸法の延長及び寸法精度向上のためのアルミ刑材高速切断機導入 三条信用金庫

2515110176 新潟県 株式会社小林硝子 多機能・短サイクル化に適応する建築用ガラスフィルム施工システムの構築 北越銀行

2515110178 新潟県 株式会社テーエム 研磨機導入による高級黒染めステンレスビアカップの開発 三条信用金庫

2515110188 新潟県 株式会社オグロ 複雑化する部品形状に対応するための生産技術の確立 柏崎信用金庫

2515110190 新潟県 株式会社エスシービー ファイバーレーザー複合マシンの導入にて新規事業参入・大量受注の実現 第四銀行

2515110192 新潟県 三條金属株式会社 超高歩留り・高生産性の次世代型消失模型鋳造法の開発 商工組合中央金庫

2515110195 新潟県 株式会社栄工舎
航空機製造に用いる複合形状工具（多段パイロットリーマ）の円筒研磨作業を迅速化す
る

商工組合中央金庫

2515110198 新潟県 株式会社石高精工 次世代型高精度ＣＮＣ旋盤の導入による多品種小ロット品の受注拡大 第四銀行

2515110203 新潟県 有限会社高坂鉄工所 最新式高性能ＮＣ旋盤の導入による増産・短納期対応の強化 長岡信用金庫

2515110205 新潟県 株式会社ヤマテック
工作機械(マシニングセンタ)と3次元測定器導入による曲面等多角度方向への加工の効
率化と高精度化 第四銀行

2515110207 新潟県 株式会社WINPRO バーティカル型の小型（２０Ｋｗ級）風力発電機の開発・実証試験の実施 山本晃司税理士事務所

2515110208 新潟県 有限会社トライワーク ３次元ＣＡＤＣＡＭを駆使したモーター巻線機向け曲面加工の合理化と高精度化 大光銀行

2515110210 新潟県 株式会社サンシン ボールネジ軸ボール溝の面精度向上を図るテープ研磨試作装置 北越銀行

2515110212 新潟県 有限会社山崎抜型 高精度マシニングセンター導入による抜型の高精度・高寿命化の確立 三条信用金庫

2515110215 新潟県 有限会社木原製作所 テール付き機械導入で精密・安全なシャンク付き角取製品技術の強化 第四銀行

2515110216 新潟県 株式会社ミウラ 原発設備等での仕様基準を満たす高品質鋳物の製作に挑戦し新市場開拓を図る 北越銀行
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2515110220 新潟県 柏崎ユーエステック株式会社 ペット医療市場向け高機能（洗浄／脱臭／除菌）オゾン水発生ユニットの開発 第四銀行

2515110222 新潟県 株式会社ヤマキ食品 従来の黄色い沢庵との差別化を実現する為、大型冷凍機導入による白色沢庵の開発。 第四銀行

2515110223 新潟県 株式会社青芳製作所  特殊印刷による名入れやデザイン加工付加価値を加えた福祉用商品開発 協栄信用組合

2515110224 新潟県 株式会社山泰製作所 5軸加工機によるコージェネレーションシステム部品の高精度化 第四銀行

2515110227 新潟県 株式会社大原鉄工所 下水汚泥との混合嫌気性消化における多種バイオマスの前処理技術開発事業 北越銀行

2515110230 新潟県 株式会社セブン・セブン 水筒の内瓶等を製造する液圧プレス機とネッキングマシーンの導入による新工法の確立 第四銀行

2515110232 新潟県 株式会社レリエンス 乳がん患者さんの生活の質向上を目指した安価で長時間装着も快適な人工乳房開発 第四銀行

2515110234 新潟県 株式会社エヌエスアイ コンビニ向けデジタルサイネージと、そのコンテンツ表示プログラムの開発・提供 東京中央経営株式会社

2515110236 新潟県 有限会社新潟電機製作所 基板工程の自動化による、検査工程の向上、生産工程の省力化、競争力の強化の推進 新井商工会議所

2515110238 新潟県 株式会社エステー工事 液状化対策を重視した砕石工法を用いた、住宅全体の環境対応サービスの提供
小野寺浩一公認会計士税理
士事務所

2515110239 新潟県 株式会社ティーケーネットサービス ワークライフバランス実現のための通信基盤統合ソリューション開発 第四銀行

2515110243 新潟県 株式会社諸長 低温・低圧精米機導入による精米製品の向上と販路拡大 商工組合中央金庫

2515110247 新潟県 株式会社ＭＩＬＬＳ 高齢化社会に対応したＣＲＭシステムの導入による顧客維持活動の展開について 第四銀行

2515110249 新潟県 株式会社ソリマチ技研サポートセンター 介護ヘルパーサービスの質的向上を支援するモバイル端末アプリの試作開発 北越銀行

2515110260 新潟県 株式会社三雄工芸
ブライダルジュエリーの販売を全国展開するための三次元データを活用した革新的デザ
イン提案の開発

株式会社江口経営センター

2515110262 新潟県 有限会社銀座堂 高齢者ひとりひとりに寄り添ったクラウド型の生活見守り支援事業 三条信用金庫

2515110264 新潟県 株式会社セキュリティリサイクル研究所 契約書管理業務を変革する、クラウド＆サービス連動型契約書管理ソリューション 商工組合中央金庫

2515110269 新潟県 株式会社ウイング 素人でも業務システムが生成できるソフトウェアの開発 株式会社コモンズ

2515110271 新潟県
株式会社ジェー・シー・エスコンピュー
タ・サービス

システム構築のカスタマイズを低コスト・短納期で実現する「販売管理システム」の開発 第四銀行

2515110272 新潟県 有限会社ナガオカ工販 ライフライン自立型水洗式トイレシステムの開発 長岡商工会議所

2515110274 新潟県 株式会社飯塚鉄工所 シェール液化ガス用クライオポンプ重要部品の低コスト高精度化生産 第四銀行
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