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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

2515210650 新潟県 株式会社中越加工
高付加価値型家具の設計にＣＡＤ／ＣＡＭソフトを導
入し納期の大幅短縮と提案形態の革新を図る

大光銀行

2515210654 新潟県 株式会社宮野食品工業所
急速冷凍による新しい餅菓子製造技術の確立と普
及拡大

北越銀行

2515210655 新潟県 株式会社北雪酒造
ジェット気泡洗米システムの新規導入により究極の
洗米から高品質な日本酒の製造

赤泊商工会

2515210659 新潟県 本間冬治工業株式会社
エアーブラスト機の導入による食品加工メーカー向け
ステンレス製大型タンクの開発及び量産化

第四銀行

2515210660 新潟県 株式会社シンテック
革新的生産管理システムの構築による、進捗把握と
事務の合理化

大光銀行

2515210662 新潟県 皆川農器製造株式会社
大型ＮＣ施盤の導入によりＧＰＳ仕様の先端農業機
械分野への参入

三条信用金庫

2515210663 新潟県 ヤナドリ鋼鉄株式会社
立体的薄肉スモールパイプ溶接のロボット化・医療
用架台への取組

商工組合中央金庫

2515210670 新潟県 株式会社柿崎機械
難削材チタン合金、インコネル加工による「航空　宇
宙」分野参入

北越銀行

2515210672 新潟県 株式会社シーキューブ
３次元スキャニング・データ作成・立体造形の画期的
複合サービスの確立計画

株式会社エフアンドエム

2515210678 新潟県 株式会社東海鉄工所
難切削材金型の大型化・複雑化対応に伴う高精度
高速加工の実現

商工組合中央金庫

2515210682 新潟県 有限会社奈良工房
高精度板部材加工機導入による高級かつ低コスト家
具製造システムの開発

三条信用金庫

2515210683 新潟県 株式会社ウィザップ
印刷物の原稿入稿や校正作業をＩＴにより効率化し、
印刷物提供納期を短縮する事業

商工組合中央金庫

2515210685 新潟県 マコー株式会社
ウェットブラストによる超高張力鋼板酸化皮膜除去需
要の創出

北越銀行

2515210693 新潟県 株式会社加藤研削工業
「切削工具・機械刃物の表面処理による工具性能の
向上」

新潟信用金庫

2515210696 新潟県 株式会社オスカー技研
５面６軸マシニングセンター導入による特殊ゴム金型
製作の高度化

北越銀行

2515210702 新潟県 斎藤樹脂工業株式会社
電動サーボ式射出成型機導入と成型技術の高度化
によるＰＢＴ製品生産体制の構築

第四銀行

2515210703 新潟県 新デンシ株式会社
高精度画像寸法測定器導入によるコイル巻線の品
質向上・短納期化・生産性向上の実現

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

2515210709 新潟県 株式会社サトウレーヌ
頭からつま先までの、全身をファッショナブルにする
商品提案力の開発

商工組合中央金庫

2515210710 新潟県 東商技研工業株式会社
特殊バレル研磨機開発によるストップリング先端バリ
除去の効率アップとコストダウンの実現

第四銀行

2515210714 新潟県 株式会社東京ロストワックス工業
航空機及び発電用ガスタービン用高精度大型精密
鋳造品の製造

北越銀行

2515210718 新潟県 株式会社アセック
新しい研磨工程導入による航空機エンジン用微細部
品生産の競争力強化

第四銀行

2515210719 新潟県 有限会社藤巻製作所
ＮＣ円筒研削盤の導入による長尺スピンドルシャフト
の高精度化及び生産性の向上

商工組合中央金庫

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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2515210737 新潟県 丸慶精機工業株式会社
大型円筒研削盤導入と高精度・高品質安定供給の
ための試作研究開発による競争力強化

第四銀行

2515210741 新潟県 片山食品株式会社
味の数値化技術による漬物の開発の高度化（高品
質化）

第四銀行

2515210742 新潟県 有限会社新潟パック
非石油系プラスチックを使用した環境配慮型シート
成形品の量産化計画

北越銀行

2515210745 新潟県 株式会社シナノ精機
小口径用枚葉式ウェハー洗浄装置の開発及びデモ
ルームの設置

北越銀行

2515210747 新潟県 株式会社ループラ
航空機および次世代自動車部品向け金型の技術課
題の解決と高品位化による競争力の強化

第四銀行

2515210750 新潟県 株式会社遠藤製作所
新熱処理技術を用いた疲労強度増加による薄肉チタ
ン合金製クリップ鉗子の開発。

第四銀行

2515210760 新潟県 有限会社澁木プレス工業所 チタン製２重マグカップの開発 燕商工会議所

2515210761 新潟県 株式会社飛鳥フーズ
イカ肝の新商品開発による廃棄物の有効利用の事
業化

第四銀行

2515210769 新潟県 木原精機株式会社
高精度研削部品加工分野への新規参入にて競争力
アップを狙う。

第四銀行

2515210770 新潟県 有限会社若月鉄工所
最新設備導入による旋盤品２次加工の生産能力向
上と競争力の強化

長岡信用金庫

2515210771 新潟県 株式会社ナノテム
ラッピング作業の３Ｋ（汚い・危険・きつい）改善のた
めの自動化システムの開発

第四銀行

2515210775 新潟県 株式会社マツイフーズ
竪型袋詰真空包装機導入による小量包装製品の開
発と生産ラインの構築

第四銀行

2515210779 新潟県 ハガセイコー株式会社
伝統工芸品の高級断ち切りバサミ部品の属人的作
業からＮＣ自動化への継承計画

三条信用金庫

2515210783 新潟県 株式会社浅田精機
高精度三次元測定機の導入による超精密部品加工
の品質保証体制の確立と受注獲得

北越銀行

2515210784 新潟県 有限会社中村鉄工所
設備導入によるエネルギープラント向け金属製品の
生産能力向上事業

柏崎信用金庫

2515210787 新潟県 サーモ技研株式会社
工場等からの低温排熱利用可能なスターリング発電
機の開発

吉田商工会

2515210792 新潟県 有限会社三井鉄工所
最新式横中繰りフライス盤導入による大物部品加工
の一貫生産体制強化

長岡信用金庫

2515210794 新潟県 ゴトー工業株式会社
複雑形状の天幕加工が可能な３Ｄ自動立体裁断シ
ステムの開発

第四銀行

2515210798 新潟県
株式会社日本容器工業長岡事業
所

大・小清酒ビン対応のマルチ型リユースビン製造ライ
ン構築による空ビンリユース率の向上

北越銀行

2515210799 新潟県 有限会社イイオカ
三次元測定機の導入による短納期・高精度旋盤加
工の実現及び事業拡大

第四銀行

2515210802 新潟県 旭金属工業株式会社
製品の競争力の強化及び研磨作業の加工能力増強
のための研磨作業の機械化

三条信用金庫

2515210803 新潟県 プロスパー株式会社
医療機器製造販売業への新規参入を目的とした切
削加工能力拡大化事業

北越銀行

2515210806 新潟県 鮎正宗酒造株式会社
市場拡大に向けての微発泡清酒の製造方法と発酵
方法の確立

第四銀行
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2515210808 新潟県 国上精機工業株式会社
窒素塗装装置と不具合低減システムによる、高意匠
塗装品の品質向上と環境負荷低減

東京スター銀行

2515210809 新潟県 坂井精機株式会社 ＭＩＭ金型磨きレス技術の確立 第四銀行

2515210814 新潟県 株式会社アイエムケー
高機能金型製造における低コスト・短納期化への挑
戦

第四銀行

2515210815 新潟県 ナウエス精工株式会社
医療・食品業界への品質対応と、弊社ボトルネックの
改善で短納期化を実現できる設備の導入

第四銀行

2515210816 新潟県 ＹＳＥＣ株式会社
新型航空機エンジン部品の生産効率化に向けた設
備導入

商工組合中央金庫

2515210817 新潟県 株式会社トーエイ
サ－バ－クライアント方式の生産管理システム導入
による製造リ－ドタイム短縮と　コストダウン、受注拡
大の実現

北越銀行

2515210825 新潟県 株式会社新潟造形
最新鋭のポリウレタン成形機導入による内照式造形
物の新製作工程の確立と受注拡大

きらやか銀行

2515210827 新潟県 三宝産業株式会社
パンチプレスによる”金属ネット”製造の技術向上とそ
の応用新製品の開発

北越銀行

2515210828 新潟県 山田精工株式会社
小型ハイブリッド式成形機を活用し、高精度成形品
での売上拡大

大光銀行

2515210830 新潟県 株式会社小林
諸外国に負けない安定した鋳物製造のための電源
装置導入事業

北越銀行

2515210831 新潟県 高速紙工業株式会社
印刷装置の印刷色調整の自動制御による小ロット
化、短納期化対応

北越銀行

2515210832 新潟県 土田熔接工業株式会社
最先端一軸制御装置付溶接ロボット導入による三次
元溶接加工技術の構築

第四銀行

2515210833 新潟県 株式会社テック・エンジニアリング
製造装置の加工精度向上・製造コスト削減のための
大型加工機導入

第四銀行

2515210835 新潟県 長谷川酒造株式会社
適性な吸水を実現し高度な原料米処理による上質な
吟醸酒の製造

北越銀行

2515210838 新潟県 相場産業株式会社
トルクレンチ製造工程における手作業研磨から自動
研磨工程への転換計画

三条商工会議所

2515210839 新潟県 株式会社スター精密
高精度・高品質なデジタルカメラ交換レンズ部品製造
の製造プロセスの確立。

大光銀行

2515210841 新潟県 西巻印刷株式会社
紙器類の精密加工による「形状実現力向上」「高品
質安定化」「短納期」「低価格」の実現

三条信用金庫

2515210842 新潟県 エヌ・エス・エス株式会社
高剛性ＮＣ旋盤導入によるハードターニング加工で
生産性向上を図る。

北越銀行

2515210843 新潟県 小林樹脂工業株式会社
縦型射出成形機を導入し「舌ブラシ」の生産効率を高
め業績拡大を図る

三条信用金庫

2515210846 新潟県 株式会社ＳＥ工業
競争力および収益力強化を目的とした、ＣＮＣ旋盤導
入による旋削加工能力の向上

八十二銀行

2515210848 新潟県 株式会社オオギ産業 外壁資材成形機投入による新製品の市場確保 六日町商工会

2515210850 新潟県 株式会社野崎忠五郎商店
薄板鋼板の新切断技術の導入による「ねじれ問題」
解決

第四銀行

2515210851 新潟県 有限会社遠藤家具
越後杉を使用した学童家具商品化のためのＮＣボー
リングマシン導入

第四銀行
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2515210852 新潟県 株式会社ダイワメカニック
金属加工製品の多機構ロボット導入による仕上工程
自動化の実現

第四銀行

2515210853 新潟県 有限会社カトウ鉄工
ＣＮＣ旋盤導入による、多品種・小ロット化する新型
フォークリフト向け鍛造型の試作開発

つばさ税理士法人

2515210855 新潟県 有限会社カスタムセレクト
高齢者・障がい者の症状の診断に基づいた、後付け
介護車両装置取付の施工及び簡略化

北越銀行

2515210856 新潟県 株式会社山浦製作
大型ＣＮＣ旋盤導入による大型バルブへの加工対応
と短納期化

第四銀行

2515210857 新潟県 株式会社ＵｎｉＢｉｏ 「植物由来有用タンパク質生産システム」の開発 税理士法人信越会計

2515210858 新潟県
長岡パワーエレクトロニクス株式会
社

安価な断熱材チャンバーを使用した高精度損失測定
装置の開発

公益財団法人にいがた産業
創造機構

2515210859 新潟県 株式会社曙産業
中空体成形可能なＤＳＩ成形技術を利用したものづく
り

第四銀行

2515210860 新潟県 株式会社オオイ
クリーンルーム導入によるワンストップ生産体制の更
なる強化

長岡信用金庫

2515210862 新潟県 ＪＰＣ株式会社
ハードディスク装置に要求される高品質且つ高精度
の部品加工の生産性の向上を図る。

北越銀行

2515210866 新潟県 株式会社悠心 汎用性を高めた鮮度保持容器および生産機の開発 三条信用金庫

2515210867 新潟県 株式会社武田金型製作所
マグネシウム成型用順送金型及び、マグネシウム製
筐体製品群の開発

協栄信用組合

2515210868 新潟県 杉山金属株式会社
自動ブラストマシン導入による小ロット塗装下地加工
省力化

第四銀行

2515210870 新潟県 カミタルク株式会社
軽量で高強度のポリプロピレン樹脂に最適なタルク
製品化のための設備投資・試作事業

大石源治税理士事務所

2515210872 新潟県 富士印刷株式会社
高付加価値パッケージ受注拡大のための木型製作
工程の最適化

大光銀行

2515210873 新潟県 株式会社サンデント
ＣＡＤ／ＣＡＭと自動研磨機による歯科補綴物の品質
向上、制作時間短縮及び新素材加工実現化

大光銀行

2515210880 新潟県 株式会社星野製作所
折曲げ工程における作業の安全性向上と効率化の
ための追従装置の設備計画

北越銀行

2515210882 新潟県 田辺プレス株式会社
金属プレス加工でのサーボプレス機械導入による超
精密打抜き技術の開発

第四銀行

2515210885 新潟県 株式会社赤堀鉄工所
産業車両市場参入に向けたＮＣ円筒研削盤導入に
よる高精度・短納期化の実現

第四銀行

2515210886 新潟県 株式会社高賢
新提案により作業効率がアップするオリジナル溶接
用ヘルメットの開発

三条信用金庫

2515210887 新潟県 株式会社オーエムパック
段ボール裁断時の紙粉極少化と精密加工高品質段
ボール製品の開発

税理士法人吉田会計

2515210889 新潟県 小熊アルゴン
長尺対応溶接ロボットの導入等を通じた社内体制強
化による生産性向上

新潟大栄信用組合

2515210890 新潟県 長澤精機株式会社
医療機器部品の量産加工における工程集約の合理
化及び低コスト化の実現

協栄信用組合

2515210893 新潟県 株式会社西山カートン
デジタルカッター機と小口製作内製化の為の特注プ
ログラム導入

三条信用金庫
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2515210894 新潟県 有限会社グローバル
ＥＬを３Ｄソフトや設備を使い防犯、防災製品などに
組み込み製造し世界市場へ販売する事業

北越銀行

2515210897 新潟県 株式会社伊藤金属工業所
多関節３次元測定器導入による品質管理の向上と
新規大型部品の獲得

税理士高橋秀一郎

2515210899 新潟県 有限会社八子金型工業
金型の高精度化と低コスト化に加え、短納期対応を
実現するための高精度加工機の導入

三條信用組合

2515210900 新潟県 ニイガタ製販株式会社
太陽光パネル取付金具試作開発の為の３Ｄプリン
ター導入による競争力の強化

第四銀行

2515210901 新潟県 福顔酒造株式会社
酒造仕込み作業の迅速化と社内体制の強化による
品質向上を通じた競争力強化

第四銀行

2515210902 新潟県 清水工業株式会社
ステンレス鋼板の段付きシゴキ絞り品のＣＮＣ三次元
測定機による測定の高速化、合理化

第四銀行

2515210903 新潟県 オーエム機械工業所
太物加工の夜間無人運転における生産倍増・低コス
ト化による競争力向上

巻信用組合

2515210905 新潟県 株式会社山﨑研磨工業
レーザー溶接機導入による医療機器加工の不良率
及びコスト低減の実現

第四銀行

2515210907 新潟県 有限会社パートナー
自動縫製機械導入による作業の効率化及び納期短
縮の実現

新発田信用金庫

2515210910 新潟県 第一ニットマーケティング株式会社
インレー編機の導入によるファクトリーブランドの構
築と販路拡大

商工組合中央金庫

2515210912 新潟県 魚沼整染株式会社 小中ロット対応デジタルプリント用前処理生地の提供 北越銀行

2515210918 新潟県 有限会社竹田鉄工所
利益率改善および売上高拡大を目的とした、レーザ
加工機導入による生産性向上。

北越銀行

2515210919 新潟県 光新産業株式会社
車輌固定用締め機具シャフトの製造工程の合理化、
高能率加工の実現

北越銀行

2515210920 新潟県 藤木鉄工株式会社
６０キロ以上高強度鋼を用いた建築鉄骨加工に向け
た鋼板自動開先加工機の導入

第四銀行

2515210924 新潟県 丸田工業株式会社
テーパー管成形機の開発による円筒加工の高度化
と効率化

第四銀行

2515210925 新潟県 有限会社西鉄工所
３Ｄプリンター導入による製粉機開発の期間短縮及
び低コスト化

長岡信用金庫

2515210926 新潟県 佐藤金属興業株式会社
新商品の企画・開発スピード向上を目的とした３Ｄプ
リンター導入による競争力強化

第四銀行

2515210928 新潟県 株式会社サンライズテック
トラック部品の品質向上・低コスト・短納期対応を実
現するバリ取り技術の確立

第四銀行

2515210931 新潟県 渋木精工株式会社
高速高精度横型マシニングセンタ導入による　【複雑
複合加工】の効率的生産方式の確立

第四銀行

2515210935 新潟県 株式会社サイトウ
新型プレス機導入による「高防犯性能・低価格な鍵」
の試作開発と量産化

株式会社浜銀総合研究所

2515210936 新潟県 株式会社横山製作所
金型材料の革新による金型製品の高精度化と長寿
命化を実現する為の最新研磨機の導入

第四銀行

2515210937 新潟県 株式会社アンドウ製作所
曲面加工の高度化によるアルマイト加工一貫生産製
品の開発と販売強化

株式会社オオサワ・ビジネ
ス・コンサルティング

2515210942 新潟県 株式会社きものブレイン シルク向け不燃性有機溶剤型撥水加工の技術確立 水落会計事務所
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2515210945 新潟県 株式会社ＷＥＬＣＯＮ
水素ステーション向け高耐圧熱交換器の材料評価と
圧力試験

商工組合中央金庫

2515210946 新潟県 株式会社田辺製作所
４Ｋ、８Ｋテレビ向け、大口径水晶ウエハを使用した
薄板水晶チップ量産化開発

商工組合中央金庫

2515210947 新潟県 バクマ工業株式会社
ＣＮＣ精密旋盤導入による配管継手製造ラインの全
自動化と製造能力増強

北越銀行

2515210954 新潟県 株式会社フジ商事
最新ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による、金型加工精
度の向上及び低コスト化

第四銀行

2515210958 新潟県 株式会社フジハラウインテック
１台で重切削からサブミクロンまでの超精度加工へ
の挑戦

捧俊雄

2515210961 新潟県 有限会社加藤酒造店
佐渡産米１００％の『金鶴　吟醸生酒』開発と通年販
売による　新市場獲得

第四銀行

2515210963 新潟県 株式会社本間製作所
角型を含めた全製品の研磨を機械化し研磨職人激
減の地域環境に対応する

第四銀行

2515210968 新潟県
株式会社佐野鉄工スプリング製作
所

ＣＮＣワイヤーフォーマーの導入による生産技術の高
度化と三次元空間バネ分野への展開

第四銀行

2515210970 新潟県 株式会社メイケン
金型の大型化により生産性向上を実現するエンボス
キャリアテープ高速自動成形機の開発

大光銀行

2515210973 新潟県 有限会社タガミ工機
図面レス特殊部品等の同一製品製作、リバースエン
ジニアリング事業の立上げ

長岡信用金庫

2515210974 新潟県 株式会社佐文工業所 医療機器向け小径深穴加工技術の開発 第四銀行

2515210980 新潟県 株式会社ナカムラ
中小建物におけるエネルギー管理支援システムの
開発

第四銀行

2515210985 新潟県 岩橋印刷株式会社
高性能オンデマンド印刷機および後加工機の導入に
よる新規需要開拓及び川上事業への進出

若杉公認会計事務所

2515210990 新潟県 有限会社野村製作所
短時間で「蒸し製品加工」を可能とする自動攪拌装
置／自動反転装置の試作開発

新潟縣信用組合

2515210991 新潟県 東光株式会社
次世代型自発光式メーターに対応した精密光学部品
製造技術の開発

三条信用金庫

2515211014 新潟県 柏崎エコクリエイティブ
有機栽培普及に向けた生ゴミリサイクル特殊有機肥
料の粒状・ペレット製造機導入。

柏崎商工会議所

2515211015 新潟県 株式会社タチカワ
プライベートＥコマースによる美容サロン用品類の物
販拡大計画

北越銀行

2515211016 新潟県 金井度量衡株式会社
３Ｄレーザースキャナ搭載マルチコプターの試作開発
による新サービスと業種拡大

公益財団法人にいがた産業
創造機構

2515211017 新潟県 株式会社室岡林業
大型化丸太杭加工設備の導入による地盤補強工事
向け丸太杭提供サービスの実現

第四銀行

2515211028 新潟県 株式会社和鑠
新たなオリジナル餅製品の開発・生産のための設備
投資

公益財団法人にいがた産業
創造機構

2515211036 新潟県 株式会社オルエ
タブレット端末を利用した介護施設向け知的記録管
理クラウドシステムの試作開発

三条信用金庫

2515211041 新潟県 有限会社ワイズスクウェア
「ハイブリット車の燃費改善に利くメンテナンス方法」
の商品化

東京中央経営株式会社

2515211042 新潟県
Ｈｏｎｄａ　Ｖｉｎｅｙａｒｄｓ　ａｎｄ　Ｗｉｎｅｒ
ｙ株式会社

ネックフリーズ方式の澱抜きによる日本初の品種の
瓶内二次発酵スパークリングワイン商品化

第四銀行
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2515211047 新潟県 有限会社アサップ
食用ほおずき水耕栽培技術および魅力ある商品開
発

第四銀行

2515211048 新潟県 株式会社内山肉店
にいがた地鶏１羽丸ごと高付加価値商品の開発・販
売

第四銀行

2515211061 新潟県 アイマーク環境株式会社
エコアイランド佐渡島発！クラウドによる清掃・点検
支援システムの開発と全国展開

重松輝彦税理士事務所

2515211068 新潟県 株式会社ニットク
建設仮設材“敷き鋼板”の整備・改修技術　および
整備・レンタル事業　の開発

第四銀行

2515211072 新潟県 有限会社にこにこけあ
認知症の人と家族地域住民等誰もが参加できる認
知症カフェの設立

三条信用金庫
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