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
１次公募二次締切 採択案件一覧（１６６件）
(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

2478 2515120278

新潟県

株式会社ハセテック

パイプ加工ライン自動化による新しい生産工
第四銀行
程の確立

2479 2515120279

新潟県

株式会社青柳

特許技法『櫛引織り』を活用した新商品の開
発及び、社内ワンストップ化への設備投資

2480 2515120280

新潟県

有限会社ＲＫ

洋食器の仕上げ業務者の激減に対処する回
三条信用金庫
転式自動研磨システムの開発

2481 2515120281

新潟県

株式会社カワイ精工

水処理用ＦＲＰ圧力容器に使用する熱可塑樹
北越銀行
脂製補助部材の開発と事業展開の改革

2482 2515120285

新潟県

株式会社タカトニット

超細糸用最新鋭編機導入による、薄く軽い配
第四銀行
色柄立体柄新商品開発事業

2483 2515120290

新潟県

株式会社大倉製作所

薄板のステンレス溶接における高精度・高速・
新潟大栄信用組合
安定供給システムの開発

2484 2515120291

新潟県

有限会社アイエスマック

膨張式緊急脱出シュート用の圧縮気体供給
装置の開発

2485 2515120292

新潟県

株式会社山之内製作所

医療機器の低侵襲化に対応するための設備
商工組合中央金庫
導入及び試作

2486 2515120293

新潟県

栄通信工業株式会社

特殊操作レバーツマミ付ジョイスティックコント
北越銀行
ローラの高能率切削加工

2487 2515120294

新潟県

株式会社アクアデザインアマノ

水草の温室における生産環境調整技術の導
五十嵐隆税理士事務所
入による生産効率化事業

2488 2515120295

新潟県

株式会社阿部製作所

ワンタッチ接合可能な高性能配管継手の試作 株式会社マイルストーン・コンサル
開発
ティング・グループ

2489 2515120300

新潟県

下村企販株式会社

３Ｄプリンター導入による安全な家庭用調理
器開発データーの蓄積と試作開発体制の強
化

北越銀行

2490 2515120302

新潟県

株式会社ツノダ

次世代型爪切りの製作

株式会社マイルストーン・コンサル
ティング・グループ

2491 2515120304

新潟県

株式会社松浦製作所

高品質な曲げ加工を変種変量短納期対応で
第四銀行
実現する高性能ベンディングマシンの導入

2492 2515120308

新潟県

有限会社阿部鐵工所

難削材等の「複雑精密加工」に対応する効率
北越銀行
的生産方法の確立。

2493 2515120314

新潟県

株式会社エステーリンク

バリ取り加工における面形状解析プロセスの 有限会社アダチマネジメントコンサ
構築
ルティング

2494 2515120315

新潟県

有限会社今井技巧

ラッピングマシン新型ユニット導入による大型
第四銀行
金属鏡面加工の高度化

2495 2515120316

新潟県

株式会社ナンバ

フロン漏えいの現状に歯止めをかけるフロン
液面管理技術の開発

2496 2515120317

新潟県

新潟三吉工業株式会社

プレス加工による燃料電池用シール箔膜板の
北越銀行
試作開発

2497 2515120323

新潟県

株式会社シンターランド

放電プラズマ焼結技術（ＳＰＳ）用新素材焼結
北越銀行
金型の開発

2498 2515120328

新潟県

有限会社テクノラバー

低摩擦抵抗の特殊ゴム材料による超精密
パッキンの製造と品質向上

北越銀行

2499 2515120329

新潟県

下村工業株式会社

包丁加工に於ける目通し加工の手作業から
機械化による品質向上とコストダウン

第四銀行

2500 2515120330

新潟県

株式会社野島製作所

プレス成型シミュレーションソフトによる原価低
三条信用金庫
減

2501 2515120331

新潟県

株式会社サンエコー

航空機内装品増産計画達成の為の高精度・
高速度ネットワーク対応の機械導入による製 北越銀行
造プロセスの強化。

2502 2515120332

新潟県

大東産業株式会社

ＹＡＧレーザー溶接機の導入による、ステンレ
第四銀行
ス材の薄板溶接とコスト削減

1／7

公益財団法人にいがた産業創造機
構

長岡商工会議所

第四銀行

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

2503 2515120335

新潟県

東洋シャフト株式会社

半導体製造装置向け小型複雑形状部品の測
埼玉りそな銀行
定迅速化かつ高精度測定技術の確立

2504 2515120337

新潟県

株式会社メデック

ブレードレス・ミキサーの試験装置 及び応用
北越銀行
撹拌装置の試作開発

2505 2515120338

新潟県

有限会社斎藤精機

切削加工技術を活用したニッチ市場（粉末冶
北越銀行
金用金型の修理）への新規参入

2506 2515120340

新潟県

株式会社松平鋳工所

フラン自硬性砂回収設備更新による生産環境
長岡信用金庫
の改善及び廃棄ロス削減

2507 2515120342

新潟県

株式会社ＡＳＡＢＡ

高融点合金（Ｎｉ、Ｃｏ、Ｐｔ等の合金）の連続鋳
商工組合中央金庫
造技術開発

2508 2515120347

新潟県

株式会社磯部ハイテック

大型ロータリーテーブルの開発によるガス
タービンエンジン部品の試作開発

公認会計士富岡清嗣事務所

2509 2515120348

新潟県

シマト工業株式会社

小型風力発電から他の再生可能エネルギー
分野への展開

三条商工会議所

2510 2515120352

新潟県

ｈａｋｋａｉ株式会社

世界初の材料乾燥機レスの量産成形現場の
商工組合中央金庫
構築

2511 2515120353

新潟県

有限会社フィロソフィー

金型製作における高精度技術・短納期化の為
第四銀行
の測定装置導入

2512 2515120357

新潟県

サトウ産業株式会社

在庫及びロス低減と食の安心安全を実現する
北越銀行
為の生産システムの導入

2513 2515120361

新潟県

有限会社かんずり

かんずり製造の生産プロセス強化による高品
第四銀行
質商品の製造

2514 2515120362

新潟県

株式会社欧州ぶどう栽培研究所

脱酸素充填によるフレッシュワイン製造

2515 2515120365

新潟県

株式会社長谷川工業所

サーボプレス機導入による非住宅屋根金物部
材の高性能製品の生産及び製品コストの削 大光銀行
減

2516 2515120367

新潟県

株式会社矢島鉄工所

最新型開先加工機導入による建築鉄骨・耐震
第四銀行
補強鉄骨の生産効率化

2517 2515120368

新潟県

株式会社三条工機製作所

デジタル電動サーボプレスによるプレス製品
の高精度加工と生産工程の合理化

2518 2515120369

新潟県

株式会社小嶋屋総本店

そば殻由来の燃料「バイオコークス」の開発販
売による地域資源循環型ビジネルモデルの確 川西商工会
立

2519 2515120371

新潟県

株式会社加藤製作所

高速高精度マシニングセンター導入による部
第四銀行
品加工市場におけるニーズの対応強化

2520 2515120373

新潟県

株式会社オオヤマテック

高性能マシニングセンタ導入による熱交換器
部品の難削材加工技術の向上とチタンによる 第四銀行
成長戦略の実現

2521 2515120374

新潟県

相久塗装株式会社

静電塗装機器の導入による低コスト化、処理
株式会社江口経営センター
能力向上、塗装の品質向上の実現

2522 2515120376

新潟県

オヂヤセイキ株式会社

ＣＮＣ精密自動旋盤の導入による生産能力
アップ及びコストダウンによる製品競争力の強 商工組合中央金庫
化

2523 2515120377

新潟県

株式会社山本製作所

建築物の耐震・免震構造化に適応する鉄骨
製作システムの構築

第四銀行

2524 2515120385

新潟県

株式会社サンパックシステム

多品種・小ロット生産の生産性向上を目的と
する汎用性を高めた特注包装機の開発

第四銀行

2525 2515120386

新潟県

株式会社プレテック・エヌ

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による生産効率の向
大光銀行
上及び新加工技術習得

2526 2515120387

新潟県

協和工業株式会社

選別機製造に精密加工技術を最大限に活用
新潟県信用組合
する為の専用３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ導入計画

2527 2515120388

新潟県

有限会社萩野鉄工所

中国に負けないものづくりのための研削工程
北越銀行
の高精度・高能率化

2528 2515120390

新潟県

株式会社坂爪製作所

生産工程の見直しと自動ライン導入による、
労働生産性及び労働環境の改善を目指す。

2／7

第四銀行

関根朝秋税理士事務所

北越銀行

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

2529 2515120391

新潟県

株式会社石坂木工所

自動位置決め切断加工機導入による切断作
長岡信用金庫
業の高度化

2530 2515120393

新潟県

有限会社田沢製作所

次世代オーラルケア製品開発の為の射出成
型技術の確立

2531 2515120394

新潟県

株式会社笠原成形所

医療用内視鏡部品に特化した生産体制の構
第四銀行
築

2532 2515120395

新潟県

有限会社ランドマーク

精密部品の品質向上と立体加工への挑戦

2533 2515120396

新潟県

小柳機工株式会社

多工程同時加工機導入による難削材加工技
第四銀行
術の確立と同業界参入

2534 2515120398

新潟県

ハル電子株式会社

磁気シールドシート貼り合せ機の開発及び量
商工組合中央金庫
産化

2535 2515120400

新潟県

株式会社大菱計器製作所

プロセスイノベーションを実現する新設備の導
大光銀行
入

2536 2515120407

新潟県

有限会社井出計器

ＰＣタブレットを用いた医療機器製造向けネジ
青海町商工会
締めロボットの開発

2537 2515120410

新潟県

有限会社エーデルワイス工芸社

節句市場での業界に先駆けた短期サンプル
開発方式の導入によるシェア拡大

2538 2515120413

新潟県

株式会社新和測量設計事務所

橋台・橋脚・堤防の基部における洗掘状況調
北越銀行
査システムの試作開発

2539 2515120415

新潟県

有限会社上野鉄工所

主軸移動型五軸複合自動旋盤による金型部
新潟縣信用組合
品の高精度化と工程削減を行う

2540 2515120418

新潟県

株式会社澁木プレス

「サーボ油圧プレス機」導入による技術応用力
北越銀行
確立、量産・短納期化の実現

2541 2515120421

新潟県

有限会社フナックス

ワイヤー放電加工機導入による社内一体生
産方式の確立と事業拡大。

2542 2515120422

新潟県

株式会社新和製作所

高速切削加工による、耐環境性に優れた低価
横浜銀行
格精密薄肉ケースの試作品の開発

2543 2515120425

新潟県

株式会社北星製作所

レーザ複合加工機によるコストダウンと非鉄
素材切断加工の取組み

税理士法人ツチダ会計

2544 2515120427

新潟県

株式会社イイキ

光学式自動外観検査装置の導入による高レ
ベル検査工程の確立

株式会社高崎総合コンサルタンツ

2545 2515120430

新潟県

高桑金属株式会社

３次元レーザーマーカー導入による洋食器へ
北越銀行
の高難度模様・印字加工の実現

2546 2515120432

新潟県

株式会社モリチュウ

造型ラインと接種の自動化による小ロット・短
青木信用金庫
納期・不良率低減技術の開発

2547 2515120433

新潟県

株式会社ワタナベ

高難度折曲加工を可能にするプレスブレーキ
北越銀行
導入による生産能力倍増計画

2548 2515120435

新潟県

株式会社三和工機

ＣＮＣ旋盤とＣＡＤＣＡＭ導入によるソーラーパ
ネル向けＲＶベアリングケースの開発とライン 北越銀行
化

2549 2515120436

新潟県

株式会社ミューテック

ＣＮＣ三次元座標測定機の導入に伴う短納
期・高品質・低コスト化への対応

2550 2515120437

新潟県

株式会社山忠

顧客満足度の高度化を促す国産初の編機開
第四銀行
発と新商品開発

2551 2515120438

新潟県

株式会社阿部プリント基板

自然エネルギー、次世代自動車、及びパワー
エレクトロニクス分野へ進出の為、新規工法を 第四銀行
導入し生産プロセスの改善を図る

2552 2515120439

新潟県

株式会社ウチヤマ

スノーボード生産における海外メーカーとの競
三条信用金庫
争力強化

2553 2515120440

新潟県

有限会社関根鉄工所

精密微細加工による医療機器の製造技術開
三条信用金庫
発

2554 2515120441

新潟県

株式会社島田溶接

ＴＩＧ自動溶接機を活用した大型パイプ溶接の
大光銀行
高精度化・高速化・見える化事業

2555 2515120442

新潟県

三星工業株式会社

炭素繊維複合材料向けの高機能高精度なパ 公益財団法人にいがた産業創造機
イプ切断機の開発
構

3／7

第四銀行

北越銀行

第四銀行

第四銀行

商工組合中央金庫

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

2556 2515120445

新潟県

株式会社バイオテックジャパン

高含水米飯製造技術を応用した低カロリー・
低ＧＩ包装米飯の試作開発

株式会社マイルストーン・コンサル
ティング・グループ

2557 2515120447

新潟県

有限会社ユー・アイ工業

真鍮小型サイズの内径六角ボルト品の試作
から量産化へ市場開拓を。

大潟商工会

2558 2515120450

新潟県

ケイセイ医科工業株式会社

ＭＰＣポリマーを用いた外科用縫合材料の開 公益財団法人にいがた産業創造機
発
構

2559 2515120452

新潟県

株式会社ワタヨ

表面粗さ測定機能付きの形状測定器導入計
三条信用金庫
画

2560 2515120453

新潟県

有限会社中越キカイ

横中ぐりフライス盤導入による小物加工から
大物加工までのワンストップ対応

2561 2515120455

新潟県

タンレイ工業株式会社

高品質連続調質設備の導入による油井管継
第四銀行
手の加工精度向上及び生産コスト削減

2562 2515120456

新潟県

ハイブリッドシステム株式会社

高齢者向けのカメラ付き見守り用ウェアラブル
第四銀行
端末の開発

2563 2515120457

新潟県

株式会社アサヒプレシジョン

ＣＮＣ精密自動旋盤を用いて医療機器部品の
商工組合中央金庫
短納期、低コスト化の実現。

2564 2515120460

新潟県

川上工業株式会社

発展途上国の自動車用電球市場を獲得する
ため、自動キャッピング機導入による製造効 第四銀行
率改善に伴う短納期化の実現

2565 2515120461

新潟県

ストーリオ株式会社

簡易ＣＮＣマシンを並列制御することによる低
第四銀行
コスト切削加工システムの開発

2566 2515120462

新潟県

株式会社越のむらさき

高付加価値製品「品質劣化を防ぎ鮮度保持で
北越銀行
きるボトルを使った醤油」の製造。

2567 2515120463

新潟県

株式会社プラニング瑞穂

日本製縫製品を対象とした高速印刷による企
新潟大栄信用組合
業名等の実装技術の開発

2568 2515120466

新潟県

株式会社三進製作所

自社専用生産管理システム導入によるリード
北越銀行
タイム短縮及び原価低減

2569 2515120467

新潟県

合資会社福島木型製作所

３Ｄスキャナ導入による計測技術の高度化と
高精度木型の試作開発

2570 2515120468

新潟県

有限会社桑野工業

大型重量物の溶接自動化を目指すための設
三条信用金庫
備複合運用システム確立

2571 2515120471

新潟県

株式会社中野科学

医療分野の需要に合致するチタン電解研磨
の実用化

第四銀行

2572 2515120472

新潟県

株式会社ＩＰＭ

自動車用ＬＥＤヘッドライトレンズ金型の高精
度加工及び納期短縮の実現

第四銀行

2573 2515120473

新潟県

有限会社南条精機

薬液輸送ポンプ部品の高効率切削加工技術
大光銀行
の確立

2574 2515120475

新潟県

株式会社ハシモト

細胞培養装置ＣＯ２インキュベータの内装抗
菌パネルの開発

2575 2515120476

新潟県

株式会社城川道路

循環型バイオマス資源再生事業計画《伐採木
の再利用により、木質ペレットを成形し、バイ 新潟縣信用組合
オマスエネルギーを創出する。》

2576 2515120477

新潟県

株式会社佐野金型製作所

精密放電加工機導入による短納期・低コスト
での微細精密金型の開発

2577 2515120479

新潟県

有限会社西山工機

ツールプリセッタ導入による医薬品フィルム包
柏崎信用金庫
装機械向け部品加工の効率化

2578 2515120481

新潟県

株式会社タカハシ

板金曲げ加工における熟練技術を数値化し
多品種少量品生産を合理化する取り組み

2579 2515120482

新潟県

興和電子工業株式会社

トランス巻線におけるボビン自動供給設備の
第四銀行
導入

2580 2515120485

新潟県

有限会社ストカ

材料自動供給機導入によるコンパクター部品
三条信用金庫
の工程集約計画

2581 2515120489

新潟県

株式会社クリエイティブ・エンジニア ロボット溶接機導入による高品位な製品の提
北越銀行
リンク
供及び諸外国に負けない競争力の確保。

2582 2515120491

新潟県

株式会社シンワ歯研

長岡信用金庫

第四銀行

北越銀行

北越銀行

新潟大栄信用組合

デジタル技術活用による安心安全なインプラ
第四銀行
ント治療の支援事業
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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

2583 2515120493

新潟県

エフ・ピ－・パッケージ株式会社

紙パッケージ製作におけるワンストップサービ
北越銀行
ス実現のためのグルアー加工設備計画

2584 2515120494

新潟県

株式会社関芳

洋装服地プリントと、伝統的な和装友禅染め
を主体とする染色製造ラインの新たな高品
位、高効率染色法の開発

2585 2515120495

新潟県

株式会社有本電器製作所

ＣＮＣ三次元測定機の導入による船舶用エン
加茂信用金庫
ジン流体継手の高精度測定

2586 2515120497

新潟県

ニイガタ機械株式会社

シングル段取りが出来る、画期的な鍛造金型
北越銀行
固定用コッターの開発

2587 2515120499

新潟県

相栄産業株式会社

高精度解析ソフトと３次元ＣＡＤＣＡＭ導入によ
第四銀行
るプレス金型製作工程の合理化

2588 2515120500

新潟県

共栄テック株式会社

光学素子金型に対する回折（虹目）を抑制す
第四銀行
るハンドラップ工法の機器開発

2589 2515120502

新潟県

株式会社桑野製作所

ＮＣハイブリッドドライブベンダーの導入による
第四銀行
板金加工工程の合理化

2590 2515120505

新潟県

株式会社第一印刷所

安価で使い勝手のよい情報秘匿シールの汎
用化（小ロット対応）事業

2591 2515120509

新潟県

株式会社吉則螺子製作所

ＣＮＣ旋盤加工による冷間圧造用工具の製作
松川税理士事務所
プロセス刷新

2592 2515120510

新潟県

株式会社宇都宮製作所

航空機用刃具・三ツ溝コアドリルの高精度自
動化製造技術の確立

2593 2515120511

新潟県

有限会社佐藤ネジ製作所

住宅用新型耐震接合金具開発に伴う特殊部
第四銀行
品の開発および量産化

2594 2515120512

新潟県

株式会社片貝製作所

鋳物仕上げの機械化によるコスト削減・品質
向上・作業環境改善

2595 2515120513

新潟県

株式会社増子

消費者ニーズに対応した薄切り沢庵真空パッ
神田延榮税理士事務所
ク製品の開発

2596 2515120514

新潟県

株式会社高儀

カーブソー加工機の導入による国内外向けの
第四銀行
カーブソーの開発・製造販売

2597 2515120517

新潟県

株式会社小林製作所

特殊刃物の内製化による省力化と加工精度
向上の為のワイヤ放電加工機の導入

北越銀行

2598 2515120518

新潟県

株式会社ライン放電

新鋭放電加工機の導入による高品質、高精
度、高速加工の実現

北越銀行

2599 2515120519

新潟県

タカハシダイカスト株式会社

多面加工ダイカスト製品製作における高能率
第四銀行
化および作業平準化の実現

2600 2515120520

新潟県

三基物産株式会社

試作開発品塗装の色調合短納期化

2601 2515120521

新潟県

有限会社サイフク

異ゲージ風ニット作成の技術開発による販路
五十嵐隆税理士事務所
拡大事業

2602 2515120523

新潟県

株式会社大泉物産

手術用医療機器をカスタマイズする事と小ロッ
第四銀行
ト生産技術の確立を図る。

2603 2515120524

新潟県

株式会社エヌプラス

遊休施設と温泉とバイオマスボイラーを活用
公益財団法人にいがた産業創造機
した県内初の陸上トラフグ養殖・加工・販売事
構
業の開発

2604 2515120526

新潟県

山信織物株式会社

エアジェットルーム織機の導入、活用による新
第四銀行
規高付加価値織物の製造

2605 2515120527

新潟県

株式会社内野精工

医療機器向け精密加工部品のフレキシブル
公益財団法人にいがた産業創造機
販売生産管理システム構築による即納体制と
構
トレーサビリティ管理 体制の確立

2606 2515120529

新潟県

有限会社イワセ

切削液腐敗防止装置を改良し他分野への転
第四銀行
用を可能とする為の試作開発

2607 2515120531

新潟県

株式会社テクノスコープ

非破壊検査に必要なトンネル内等の巨大画
像用記録装置と省エネ照明装置の開発

2608 2515120532

新潟県

株式会社川崎製作所

最先端形彫放電加工機導入による自動車部
中野税理士事務所
品用の冷間鍛造金型の試作開発
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第四銀行

商工組合中央金庫
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財団

受付番号

都道府県
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2609 2515120533

新潟県

有限会社オーエム精機

医療機器部品の試作開発・加工における高精
大光銀行
度・高能率化体制の構築

2610 2515120536

新潟県

藤寅工業株式会社

庖丁の切れ味数値化システムの開発

2611 2515120538

新潟県

株式会社イートラスト

完全独立クラウド型カメラ監視システムサービ
第四銀行
スの開発、試作。

2612 2515120539

新潟県

共栄エンジニアリング株式会社

自動車向け大型ポジションランプ導光体金型
第四銀行
の生産システム開発

2613 2515120540

新潟県

株式会社オオフチ

高速円周（パイプ）溶接の実現による信頼・品
三条信用金庫
質向上への躍進

2614 2515120541

新潟県

株式会社殿島

金属プレス加工における「曲げ加工」を利用し
協栄信用組合
た新商品開発

2615 2515120546

新潟県

阿部酒造株式会社

リキュール商品開発・製造・販売事業

柏崎信用金庫

2616 2515120547

新潟県

開進工業株式会社

高精度円筒研削盤の活用による、高精度ば
ね用ステンレス鋼の技術開発。

第四銀行

2617 2515120549

新潟県

ウインテクノロジー株式会社

最新ワイヤ放電加工機導入による、アルミ缶
搬送装置製造の納期短縮及び低コスト化の 長岡信用金庫
実現

2618 2515120551

新潟県

株式会社あさひ測量設計事務所

３Ｄレーザースキャナーの導入による受注拡
大と省力化

大光銀行

2619 2515120552

新潟県

株式会社山村製作所

設備増設による量産型理美容鋏の開発

三条信用金庫

2620 2515120553

新潟県

株式会社イデアル

微生物による赤身肉熟成を施した新たなる新
石山孝行税理士事務所
潟ブランド牛の展開事業

2621 2515120555

新潟県

セイデンテクノ株式会社

宇宙機器向け、インバータ向け、高精度な電
流検出用抵抗器開発プロセスの改善

2622 2515120556

新潟県

株式会社プレスメディア

顧客への情報発信支援のための印刷サプラ
北越銀行
イチェーン情報共有システムの構築

2623 2515120558

新潟県

株式会社マツウラセイキ

医療内視鏡検査装置用処置具挿入部部品の
高速加工及び高効率化による納期短縮の実 第四銀行
現

2624 2515120562

新潟県

ＩＭＴエンジニアリング株式会社

市場のニーズに対応可能な凍結機の導入に
新井商工会議所
よる販路拡大

2625 2515120564

新潟県

株式会社浅野製作所

高精度・高剛性マシニングセンター導入によ
る、ダイカスト金型製作の高効率化

第四銀行

2626 2515120568

新潟県

プリンス工業株式会社

サーボプレス技術を駆使したＮニッパーの開
発

三条信用金庫

2627 2515120570

新潟県

有限会社ＴＧテクニカ

災害時救命物資配布に関するソーラー発電
街路灯の応用とシステム開発

協栄信用組合

2628 2515120571

新潟県

株式会社新野屋

新型蒸練機導入による市場ニーズに応える商
北越銀行
品づくり。

2629 2515120572

新潟県

株式会社津南油圧

『既存の高層ビル』の耐震化に伴う制震ダン
パ需要増への対応

北越銀行

2630 2515120573

新潟県

株式会社三尾プレシジョン

制震ダンパ用ピストンロット需要増への対応

北越銀行

2631 2515120575

新潟県

有限会社長沢熔接

２軸ポジショナーユニット導入で複雑形状薄肉
三条商工会議所
部品の低歪溶接技術開発

2632 2515120576

新潟県

有限会社新興運輸

ディーゼルエンジンへの燃焼促進効果を持つ
株式会社アライブビジネス
混合気体噴流装置の開発

2633 2515120577

新潟県

株式会社エリート

電話やネットが使える、画像認識が装備され
第四銀行
たバーコードリーダとＲＦＩＤリーダライタの開発

2634 2515120591

新潟県

株式会社木戸製本所

小ロット多品種生産に対応するデジタル印刷
第四銀行
対応デジタル製本ラインの導入
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2635 2515120603

新潟県

株式会社アヅマテクノス

高精度・高機能ＣＮＣ画像測定機の精度点検
第四銀行
業務（現地校正）にチャレンジ

2636 2515120608

新潟県

株式会社ＧｒｅａｔＣｏｍｐａｎｙ

新潟県産畜産物を活用した中食向け商品開
発及び販路拡大

2637 2515120616

新潟県

株式会社コーベック

クラウド※による製品カタログ管理と受発注管
理システムの構築 ※クラウドとはインター
協栄信用組合
ネット上のデータサーバーのこと

2638 2515120620

新潟県

株式会社ホソヤマ

農業機械販売・修理業の取引農家との連携に
柏崎商工会議所
よる農産品加工・販売分野への新規事業展開

2639 2515120625

新潟県

ｔａｎｅＣＲＥＡＴＩＶＥ株式会社

ホワイトハットＳＥＯとクラウド技術による、地
域共生型マッチングサービスの開発

重松輝彦税理士事務所

2640 2515120632

新潟県

新潟メタリコン工業株式会社

航空機産業参入に際しての品質向上のため
の表面及び断面の観察強化

第四銀行

2641 2515120639

新潟県

株式会社リバージエレク

ガーバーデータ編集ソフト導入によるプリント
新潟信用金庫
基板短納期試作サービスの開発

2642 2515120642

新潟県

燕三条イタリアンＢｉｔ

新潟・燕三条が世界に誇る 食材・食器・調理
器具を連携させた体験型産業観光サービス 新潟信用金庫
の開発

2643 2515120643

新潟県

有限会社藤次郎

地場産農産物の一次加工と小ロットでの缶
詰・レトルト加工設備の導入

7／7

三条信用金庫

第四銀行

