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2615110001 新潟県 新潟精密鋳造株式会社 精密鋳造製法による人体関節用人工骨の製造方法の開発 新潟大栄信用組合

2615110002 新潟県 株式会社タカトニット
所有特許技術の応用と無縫製横編機導入による高級保温性
肌着試作開発事業

第四銀行

2615110006 新潟県 高橋ニット株式会社
織物のようなハリ・コシとシルエットを実現する洋服仕立ての
ニット製品の開発

北越銀行

2615110008 新潟県 有限会社西川ベンダー
新型ＣＮＣパイプベンダー導入によるパイプ部品の複雑化・高
精度化への対応と新分野進出

三条信用金庫

2615110009 新潟県 株式会社有本電器製作所 サーボプレスを用いた温間絞り加工技術の開発 商工組合中央金庫

2615110014 新潟県 パルス電子株式会社
薄型平角を使用した革新的で高効率な平面型トランスの試作
開発

大光銀行

2615110015 新潟県 有限会社朝日精工 チタン合金製医療器具の高精度切削加工技術の開発 第四銀行

2615110022 新潟県 新潟染工株式会社
競泳水着の国内外アパレルに対し生地の開発・改良及び品質
の安定化

商工組合中央金庫

2615110023 新潟県 佐渡精密株式会社
バリレス加工技術の革新による医療用脊椎インプラントの製
造力強化

北越銀行

2615110026 新潟県 五十嵐刃物工業株式会社
ステンレス積層鋼（クラッド材）を用いた洋食器ナイフの量産技
術の開発と製品化

三条信用金庫

2615110030 新潟県 株式会社プラケン 軽量薄型汚染検出器の開発 柏崎商工会議所

2615110031 新潟県 有限会社野島刺繍
ビーズコード刺繍機等を使用した新しい刺繍加工技術・刺繍デ
ザインを創作する試作開発

第四銀行

2615110033 新潟県 有限会社山谷製作所 新しいライフスタイルを提案する卓上型鰹節削り器の開発 三条信用金庫

2615110034 新潟県 株式会社山谷産業
鍛造ペグ（テント用杭）用打ち込みハンマーの開発・商品化お
よびペグ含めたキャンプ用品の海外販売

第四銀行

2615110044 新潟県 有限会社小出設計
プレス成形シミュレーションソフト導入による金型の高精度成
形解析と短納期化の実現

第四銀行

2615110052 新潟県 株式会社新潟プレシジョン
微細機能部品分野への参入を加速させる微細電極切削加工
技術の開発

第四銀行

2615110061 新潟県 ミズホ株式会社 複雑曲面を有する整形外科用インプラントの試作・開発 公益財団法人にいがた産業創造機構

2615110063 新潟県 株式会社長谷川工機
立型複合加工機導入による生産性向上と大物加工分野への
本格参入

長岡信用金庫

2615110064 新潟県 ケイセイエンジニアリング株式会社
国外への輸出を目的としたスキンステープラーについての研
究開発

公益財団法人にいがた産業創造機構

2615110068 新潟県 サンアロー株式会社 内視鏡手術トレーニング用 生体質感模擬臓器開発 北越銀行

2615110073 新潟県 有限会社土田印刷紙器
高速検査カメラ装置で印刷箱の自主廃棄による資源の無駄の
防止と品質の安定確保

大光銀行

2615110074 新潟県 株式会社中屋 マルチ方式鋸自動目立機の開発 いずみ税理士法人

2615110075 新潟県 有限会社ジェイエフ総業
製造ライン（孔明け）の効率化と高精度化による生産性向上と
競争力強化

大光銀行

2615110076 新潟県 ジェイベック株式会社
「高性能・低価格機械換気システムの試作開発と自社製造体
制の構築」

金子英明税理士事務所

2615110078 新潟県 株式会社イチカワ
薪ストーブ用煙突の製造工程の機械化による高精度製品の
安定供給体制の確立

三条信用金庫

2615110079 新潟県 株式会社山幸鉄工
生産管理システムを新たに導入して、生産工程の改善と生産
プロセスの革新を図る。

長岡信用金庫

2615110081 新潟県 株式会社Ｆ・Ｓ・エンジニアリング
新複合旋盤導入による高機能樹脂複合精密部品の短納期

化と高精度化への実現
北越銀行
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2615110083 新潟県 新和メッキ工業株式会社
低コスト・高付加価値を実現するための部分金めっきプロセス
の開発

第四銀行

2615110085 新潟県 株式会社丸菱電子
長尺難度品及び宇宙用部品の焼入れ後の経年変化防止の為
の冷却装置の設置

商工組合中央金庫

2615110093 新潟県 株式会社本宏製作所
ロボット溶接機導入による生産プロセス革新と主力製品の耐
久性向上の実現

第四銀行

2615110094 新潟県 株式会社鳥部製作所
鋏の刃部自動研削（自研）工程を内製化する事による安定し
た生産体制の確立

第四銀行

2615110096 新潟県 株式会社セキ
新型複合旋盤導入による板金工作機械用部品加工の高精

度化及び生産性の向上
新潟信用金庫

2615110097 新潟県 越後札紙株式会社
大判ウォールステッカー等の自社内企画製造販売と新規市場
獲得

第四銀行

2615110099 新潟県 株式会社クリエゾン
ウェアラブル端末内蔵用極小型電子部品の電極形成プロセス
開発事業

公益財団法人にいがた産業創造機構

2615110103 新潟県 株式会社中津山熱処理
焼入れ処理におけるガス冷却の性能向上による金属熱処理
技術の高度化

北越銀行

2615110104 新潟県 有限会社田辺工業
水晶ウエハの超薄型スライシング技術開発による高精度・省
プロセスの確立

商工組合中央金庫

2615110106 新潟県 サイエンス株式会社
陸上における超高密育成を可能とする新型養殖システムの試
作開発

埼玉縣信用金庫

2615110107 新潟県 株式会社テクノフレックス
高性能バルジ成形油圧プレス導入による安定した成形及び生
産性の向上

辻・本郷税理士法人

2615110109 新潟県 株式会社エーコーン・ジェム
多彩な指輪刻印ニーズを実現する為レーザー刻印機を導入す
る新市場開拓

第四銀行

2615110110 新潟県 株式会社ニューワタナベ
クリーニング事故防止と作業効率改善のための工場管理シス
テムの導入

北越銀行

2615110115 新潟県 有限会社石動木工所
曲面加工機の導入＝工程の革新と高品位製品の加工、それ
にともなう新規雇用

北越銀行

2615110127 新潟県 株式会社ヤチダ 自動車部品試作開発受注の為の加工設備強化 第四銀行

2615110128 新潟県 柏都電機工業株式会社
高精度複合加工機・三次元形状測定機による高精度釣具部
品の安定生産プロセス構築

第四銀行

2615110129 新潟県 バクマ工業株式会社
光輝焼鈍炉によるステンレスフレキ管の光沢向上とランニング
コストの削減

北越銀行

2615110133 新潟県 藤寅工業株式会社
高品質な包丁製造と販売の高効率化を実現する製販一体化
システムの導入

第四銀行

2615110134 新潟県 株式会社小田原オートメーション長岡
新鋭ワイヤー放電加工機による治具部品加工の高品質・高

精度・高速化の実現
北越銀行

2615110135 新潟県 有限会社萩野鉄工所
新型センタ穴研削盤導入による工作機械部品の高精度化

への対応
北越銀行

2615110136 新潟県 株式会社グローウィル トランス検査工程の自動検査装置導入 第四銀行

2615110140 新潟県 株式会社アズサ
マシニングセンター導入による既存事業の競争力強化とオリ
ジナル製品の内製化の実現

三条信用金庫

2615110144 新潟県 株式会社Ｓｗｉｎｇ 「 浸透印面自動レーザー加工システム」の導入 協栄信用組合

2615110146 新潟県 株式会社ｌ’ｅｓｃａｒｇｏｔ 新潟高級果実、ルレクチェを使用したワイン製造 新潟信用金庫

2615110148 新潟県 山本ねじ工販株式会社 超高精度な薄肉締結部品の試作開発 株式会社浜銀総合研究所

2615110151 新潟県 ニイガタ製販株式会社
大型精密万能試験機導入による試験開発の迅速化及び体制
の強化

第四銀行

2615110152 新潟県 株式会社米谷製作所
エコカー向け、低燃費エンジン鋳造金型加工に用いる、 新
工作機導入事業

第四銀行

2615110154 新潟県 株式会社反町鉄工産業
新型溶接ロボットの導入による鉄骨加工新工法への対応と

製造力強化
北越銀行

2615110155 新潟県 エヌ・エス・エス株式会社
三次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による生産性向上とＣＡＥ解
析による製品開発力の向上

新潟県信用組合
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2615110158 新潟県 有限会社フィロソフィー 磨き工程のミニマム化による車載用光学部品金型の研究開発 第四銀行

2615110159 新潟県 株式会社アダマス 砥粒保持力強化による長寿命レジンボンド砥石の開発
株式会社マイルストーン・コンサルティ
ング・グループ

2615110161 新潟県 株式会社シンターランド
放電プラズマ焼結法（ＳＰＳ法）による助剤無添加ＴｉＢ２および
ＴｉＮの量産技術の開発

北越銀行

2615110162 新潟県 株式会社大菱計器製作所 刻印加工も可能な新設備導入による生産プロセスの革新 大光銀行

2615110164 新潟県 宮本警報器株式会社
基板リレーユニットの品質向上、生産能力増強のための量産
ライン構築

商工組合中央金庫

2615110165 新潟県 株式会社清和モールド
新レーザー溶接装置の導入により新規に金型メンテナンス

事業を展開
新潟大栄信用組合

2615110171 新潟県 株式会社新エレクトロ
「検査装置」導入で品質向上、競争力強化による新規受注拡
大を実現

大光銀行

2615110172 新潟県 株式会社フタバ
味の視覚化技術を活用した新分野・魚介類エキス調味料の市
場拡販への挑戦

第四銀行

2615110173 新潟県 株式会社アンドーツール
航空・宇宙関連部品加工における生産性向上と高付加価値加
工分野への進出

長岡信用金庫

2615110176 新潟県 株式会社紫雲寺記念館
温泉熱を活用した熱交換システム開発によるトラフグ養殖と地
域活性化

公益財団法人にいがた産業創造機構

2615110177 新潟県 合資会社福島木型製作所
製造プロセス技術の高度化と分業化により、生産性向上と競
争力強化を実現

第四銀行

2615110181 新潟県 Ｆ．Ｄｅｎｔａｌａｒｔ
患者の健康と美しさを実現する歯科補綴物製作、歯科用３Ｄ
ＣＡＤ／ＣＡＭを用いた新素材加工と効率化

第四銀行

2615110182 新潟県 株式会社犀潟鉄工所
ステンレス建築用鋼材の高精度化と生産性の向上を目的とし
た高度生産システムの開発

第四銀行

2615110183 新潟県 株式会社三雄工芸
精密鋳造工程の革新による高品位・個性化ジュエリー類の製
品競争力強化

北越銀行

2615110186 新潟県 有限会社山甚
柔らかな空間活用を目的とした角型収納ボックスのＲ型形状
への移行

大光銀行

2615110192 新潟県 株式会社田原鉄工所
高精度角度切断機の導入をつうじた形鋼切断精度と生産性向
上の達成

長岡信用金庫

2615110195 新潟県 共栄エンジニアリング株式会社 射出成形における液状発砲成形法と圧空成形法の技術開発 第四銀行

2615110196 新潟県 フジイコーポレーション株式会社
塑性疲労を抑えた新加工技術で、安全の実現とインフラ輸出
を促進

北越銀行

2615110201 新潟県 アルビクス株式会社
放送事業者向けに４Ｋ放送に対応した自動監視を実現するた
めの映像・音声エラー検出装置の開発

第四銀行

2615110203 新潟県 株式会社高秋化学
日本初の抗菌アルマイト処理の製品化技術開発と製造設備
構築

北越銀行

2615110210 新潟県 株式会社エイブル 新製法バリ取り技術開発による短納期と安定化の実現 税理士法人ソリマチ会計

2615110212 新潟県 越つかの酒造株式会社
清酒（日本酒）分野での地産米による微炭酸性純米清酒の開
発及び製造

北越銀行

2615110213 新潟県 小林精工
対向主軸旋盤と給材機の導入によるトラックのシャフト部品の
加工精度向上及び短納期化

第四銀行

2615110214 新潟県 有限会社稲田製作所
高能率モーター向け巻線機の需要拡大に伴う旋盤加工の生
産体制強化

栃尾商工会

2615110217 新潟県 新潟メタリコン工業株式会社
航空機部品共同工場における厳格な特殊工程薬品分析管理
システムの導入

第四銀行

2615110218 新潟県 丸越工業株式会社
ステンレス材精密加工に係る技術を用いた穀物搬送用昇降機
の農業６次産業化向け製品技術開発

北越銀行

2615110220 新潟県 株式会社東京ロストワックス工業 精密鋳造法による航空機用ガスタービンエンジン部品の製造 北越銀行

2615110221 新潟県 株式会社イイキ
特性インピーダンスコントロール基板製造における回路形成
技術の確立

第四銀行

2615110222 新潟県 一菱金属株式会社 フチに隙間のない【玉ぶち形状ボウル】の開発 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

2615110225 新潟県 有限会社オーブ・コーポレーション
高速自動裁断機導入による高品質衣料品の小ロット多品種の
生産性向上事業

北越銀行

2615110226 新潟県 有限会社樋口工作所
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入によるプレス金型製造の高
精度、高効率化。

第四銀行

2615110230 新潟県 ジョイントファーム株式会社
高度玄米粉および複数栄養素材を混合した完全栄養新製品
開発

大光銀行

2615110231 新潟県 岩橋印刷株式会社
特産品のブランド化に向けた「お洒落な」化粧箱製作工程内製
化のための新型加工機の導入

若杉公認会計士事務所

2615110232 新潟県 株式会社ミツヒデ
門型クレーン増設による、ストックヤード作業効率の改善と生
産性の向上計画

第四銀行

2615110235 新潟県 セイデンテクノ株式会社 カレントセンサー製造工程の自動化による生産効率化事業 第四銀行

2615110237 新潟県 宇佐美工業株式会社
ＹＡＧレーザー溶接機導入で、小ロット対応のための生産性向
上と低コスト化

北越銀行

2615110239 新潟県 有限会社河田工機
難削物に対するフライス加工技術の確立と一貫生産体制の構
築

長岡信用金庫

2615110240 新潟県 株式会社ＣＬＯＶＥＲＪＡＰＡＮ
世界初の試みとなる圧力を利用した移動式小型炭酸泉生成
装置の開発

三条信用金庫

2615110242 新潟県 イケダ・デンタルクリエート
新規雇用、事業拡大のための歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを
用いたハイブリッドレジンブロック加工技術の導入

山川とも子税理士事務所

2615110247 新潟県 原酒造株式会社 高度な熱処理による高香気性清酒の開発と料飲店市場開拓 北越銀行

2615110249 新潟県 株式会社原田製作所
自動車エンジンの吸気可変速弁制御モーターに使用する、薄
型整流子の量産化体制の確立。

朝日信用金庫

2615110250 新潟県 株式会社青海製作所 高級腕時計用部品の高度化と高効率な生産方式の確立 新潟信用金庫

2615110252 新潟県 株式会社オーヒラ
超精密加工機導入による安価で検出速度が速い毒素・菌検
出機器の製品化

第四銀行

2615110256 新潟県 株式会社テック長沢 長尺ローラーの超高精度加工技術の開発 北越銀行

2615110257 新潟県 株式会社丸五鉄工所
難削材を使用したターボチャージャー部品等への高精度化及
び短納期対応強化

第四銀行

2615110262 新潟県 株式会社テック・エンジニアリング
三次元画像処理を用いたカムシャフトの表面傷検査装置の開
発

北越銀行

2615110265 新潟県 株式会社えびすや
複雑・多様化した建具・家具制作ニーズに対応するための５軸
加工機を使用した製品開発

第四銀行

2615110266 新潟県 頚城酒造株式会社
搾りたての高い品質を保持した清酒を本格展開するための
新機械設備導入

若杉公認会計士事務所

2615110270 新潟県 熊倉シャーリング有限会社
高精度高効率タレットパンチプレスの導入による医療機分野
の拡大と高付加価値化の実現

協栄信用組合

2615110271 新潟県 有限会社小林製作所
ＣＮＣ３次元測定機導入による航空機器部品の信頼性向上と
測定作業の効率化

第四銀行

2615110273 新潟県 株式会社ウメダニット
多機能編み機導入による高付加価値ニットテキスタイル＆商
品開発

第四銀行

2615110274 新潟県 株式会社シーモス
高精度レーザー溶接システム導入による金型製造プロセスの
生産性向上

第四銀行

2615110280 新潟県 山崎工業株式会社
超精密プロファイル研削で興す順送プレス用金型の製造プロ
セス革新化

第四銀行

2615110281 新潟県 株式会社北陸ジオテック 水熱処理装置を用いた汚染土壌の革新的浄化技術の開発 北越銀行

2615110286 新潟県 株式会社明間印刷所
特許取得のレーザー加工技術を活用した観光客向け立体造
形商品の開発

三条商工会議所

2615110287 新潟県 有限会社ストカ
高精度マシニングセンター導入によるトラクター部品の一貫製
造工程の確立と品質保証の強化

三条信用金庫

2615110288 新潟県 有限会社利金型製作所
金型製造のスピード化および高精度化による高品位金型の生
産体制確立

第四銀行

2615110289 新潟県 株式会社山上スクリーン印刷
グラス・陶器プリントの生産能力拡充及びフルカラーオンデマ
ンドシステム導入による潜在市場ニーズの掘り起こし。

三条信用金庫



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

2615110290 新潟県 株式会社諏訪田製作所
職人技のマシニングセンタへの品質保持置換と生産性向上の
確立

三条信用金庫

2615110291 新潟県 久須美酒造株式会社 吟醸酒の長期熟成における異味異臭発生の防止対策 北越銀行

2615110292 新潟県 株式会社スノーピーク
高性能レーザー加工装置の導入による自然保護と障がい者
雇用の実現

第四銀行

2615110293 新潟県 ＳＨＩＫＩＥＮ株式会社
舌（シタ）ブラシの毛材製造のため超音波溶着機を導入し自動
ラインを開発

第四銀行

2615110294 新潟県 福顔酒造株式会社
繊細な香りを活かし、均質で質の高い「三条の日本酒」醸造の
ための自動醪機の導入

若杉公認会計士事務所

2615110295 新潟県 株式会社矢部製作所 主業である溶接分野の技術革新 北越銀行

2615110298 新潟県 中越工業株式会社
低比速度地点への適用を実現するガイドリングポンプ逆転水
車の開発

第四銀行

2615110299 新潟県 株式会社カイセ工業
新素材フェライト材のパイプ極小Ｒ曲げ及び端末部一体化成
型技術の開発

横浜銀行

2615110300 新潟県 アイウッド株式会社
モルダー導入による作業効率化と、知的障がい社員の活躍の
場を増やす。

北越銀行

2615110302 新潟県 株式会社池田機工
衛星受信端末向け板金加工部品において、高精度曲げ加工
技術の確立による付加価値の向上

第四銀行

2615110303 新潟県 有限会社野本桐凾製作所
伝統の技とＮＣ複合加工機導入により多品種小ロットの短納
期生産の実現

大光銀行

2615110304 新潟県 岩野デンタルラボ
先進医療歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムによる金属を用いない
歯冠修復物製作のデジタル化事業

第四銀行

2615110305 新潟県 サンアロー化成株式会社 医療機器に向けたラバー成型技術のプロセス開発 新潟縣信用組合

2615110306 新潟県 株式会社丸山製作所
ロータリー平面研削盤による、金型治具の高精度化及び短納
期化事業

北越銀行

2615110307 新潟県 株式会社スミック長岡硝子 県内唯一の精密加工が可能な生産ライン構築による高度化 商工組合中央金庫

2615110308 新潟県 株式会社加藤精工
自動車産業及び光学産業向け超硬切削工具の品質向上、安
定供給の実現へ向けた 新研削盤導入による高精度加工技
術の確立

第四銀行

2615110309 新潟県 有限会社エス・ケー・エス
高周波誘導加熱焼入装置部品のロウ付け作業における効率
的生産方法の確立

第四銀行

2615110312 新潟県
有限会社ケイ・エスデンタル・ラボラト
リー

審美性と耐久性を兼ね備えたこれからの義歯の作成 第四銀行

2615110313 新潟県 東光株式会社 自動車部品向け射出成形金型の鏡面仕上げ磨き技術の確立 三条信用金庫

2615110314 新潟県 株式会社エステーリンク
溶接ロボットシステム導入による大型構造物の高品質化およ
び生産性向上

新潟大栄信用組合

2615110315 新潟県 株式会社ユーアンドエム 長尺品鋼管のローコスト製造化を目指した転造盤の導入 第四銀行

2615110316 新潟県 株式会社三松製作所
高精度切削加工部品（焼結部品）の生産ライン革新による量
産体制の構築

第四銀行

2615110317 新潟県 株式会社エレックス新潟 溶接工程の生産性向上および溶接見積りシステムの開発 新潟大栄信用組合

2615110318 新潟県 ケイセイ医科工業株式会社 ハイコストパフォーマンス市場マッチ型高周波電気メスの開発 公益財団法人にいがた産業創造機構

2615110319 新潟県 株式会社ヨコヤマ鉄工
ＣＮＣ旋盤の自動化による大型スライドブッシュ生産の低コスト
化の実現

新潟縣信用組合

2615110321 新潟県 株式会社三国東洋 トヨタ純正リモートスタートカナダ向けモデル生産ラインの構築 第四銀行

2615110322 新潟県 株式会社東和製作所
３次元測定器の導入による高性能船舶用エンジン部品の開発
と新規受注獲得

第四銀行

2615110323 新潟県 株式会社きものブレイン 耐久性・加工安全性に優れたシルク向け撥水加工の技術確立 北越銀行

2615110324 新潟県 アイテックス株式会社 光処理技術の導入による新たな食品乾燥機の開発 大光銀行



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

2615110326 新潟県 有限会社ナジラーテ
アルファー化米粉による麹発酵食品の新工程開発と新商品試
作開発

税理士法人スバル合同会計

2615110328 新潟県 ハル電子株式会社 アモルファス磁性材切断の高寿命刃の開発 商工組合中央金庫

2615110329 新潟県 ＴＯＤＡ株式会社
極薄のマグネシウム材を用いたスピーカー振動板向けプレス
加工及び表面処理

大光銀行

2615110331 新潟県 株式会社南雲製作所
高精度ワイヤ放電加工による高品位金型部品加工方法の確
立

北越銀行

2615110332 新潟県 シマト工業株式会社 インサート成形品の品質向上に向けた設備投資 三条商工会議所

2615110334 新潟県 越後製菓株式会社 丸餅専用検査機の導入による生産性の向上 公益財団法人にいがた産業創造機構

2615110336 新潟県 株式会社カドクラ
コバルト製医療用部材に要求される高品質且つ高精度加工の
実現により生産性向上を図る

協栄信用組合

2615110337 新潟県 株式会社シーエスレポーターズ
Ｏ２Ｏ対策向けにスマートフォンの対応率が高い音響透かしを
使用した屋内位置情報検知スピーカーの開発

第四銀行

2615110342 新潟県 株式会社アクアシガータ
スイミングスクールにおける欠席・振替のＷｅｂ受付ソフトの導
入

第四銀行

2615110343 新潟県 ＩＭＴエンジニアリング株式会社
エビの品質向上、生産量増加につながるリモートセンシングシ
ステムの構築

新井商工会議所

2615110345 新潟県 株式会社パルメソ
サステナブル社会ニーズに貢献する表面劣化・損傷度合の診
断法開発

第四銀行

2615110346 新潟県 三条リネンサプライ株式会社
病院・介護施設向け「ウイルスブロックを施した布おしぼりレン
タル」の提供。

第四銀行

2615110347 新潟県 有限会社上越給食センター 新潟県上越市産食品のブランド化及び普及促進事業 上越信用金庫

2615110348 新潟県 東西運輸株式会社
機械加工場・発電所の使用済み油液のその場清浄化サービ
ス

税理士法人石田経理事務所

2615110351 新潟県 有限会社笹川流れ観光汽船
新商品の開発による観光客の満足度及び当社と地域ブランド
向上

山北商工会

2615110353 新潟県 モリパワー株式会社
教育業における検定対策用オンライン問題配信サービスの構
築

第四銀行

2615110356 新潟県 山田ガレージ
自動車鈑金塗装の「高品質・効率化・見える化・ＩＴ活用」による
下請け体質からの脱却を目指す

三条信用金庫

2615110357 新潟県 株式会社野上米穀
市場の変化に呼応した高付加価値装置の導入による事業拡
大

北越銀行

2615110360 新潟県 株式会社五十嵐
現場アルミニウム溶接の確立・薄板から厚板、様々な材質ま
で各現場での溶接加工の挑戦。

第四銀行

2615110362 新潟県 田代歯科クリニック
保険診療でスピーディーかつ丈夫な審美的歯冠修復治療がで
きるセレックシステムの導入

志賀経理事務所

2615110363 新潟県 株式会社長岡小嶋屋
へぎそばの価値向上のため生ふのりを使った高付加価値商
品の開発

第四銀行

2615110364 新潟県 株式会社クリエイトサービス新潟
規格外品として廃棄処分される地元農産物を有効活用して循
環させる

第四銀行

2615110365 新潟県 株式会社たかの
高圧蒸気装置でお米を加工し、電子レンジで早炊きできる炊き
込みご飯の開発

北越銀行

2615110367 新潟県 株式会社弘新機工
特殊車両専門多機能工制度を活用したオンライン整備システ
ムの実用化

第四銀行

2615110370 新潟県 株式会社トラステック 営業活動の記録を自動化し受注増大に繋がる仕組みを提供 大光銀行

2615110372 新潟県 ヘアーサロンいがらし
団塊・団塊ジュニア世代の髪・頭皮の悩みと要望に対応した
サービスの提供

新発田信用金庫

2615110373 新潟県 有限会社大協青果
新鮮・安心を保証する水耕栽培及び保冷ボックスを活用した
新事業

大光銀行

2615110374 新潟県 新潟住宅ネットワーク協同組合 匠の技とデジタル技術の融合で、リフォーム再生事業の推進 第四銀行

2615110375 新潟県 株式会社アサヒプレート
３Ｄ－ＣＡＤ／ＣＡＭシステムよる樹脂カバー類のワンストップ
サービスの実現

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

2615110376 新潟県 株式会社第一情報サービス
貸衣裳業に特化した総合的レンタル管理ソフトの試作開発と
販路開拓

長岡商工会議所

2615110381 新潟県 有限会社たちばな
新感覚風味付け【甘酒】の試作開発と商品バリエーション展
開、及び必要な設備投資

第四銀行

2615110383 新潟県 合資会社小林醤油店
地元新潟産小麦を原料とし、消費者が原料生産者を知ること
が出来る醤油の開発

公益財団法人にいがた産業創造機構

2615110387 新潟県 株式会社シンポ企画
自社純粋培養酵母と魚沼産コシヒカリを原料とした究極の高
品質な地ビールの製造販売

古矢税務会計事務所

2615110388 新潟県 シュタープ株式会社
現状の商流、物流を活用した新規事業としての惣菜品「半熟
卵のスコッチエッグ」の開発・製造・販売

商工組合中央金庫

2615110389 新潟県 株式会社不二産業
食品産業より排出されるプラスチックのマテリアルリサイクル
化技術革新事業

新潟信用金庫

2615110390 新潟県 株式会社イートラスト スマートデバイス対応仮想オフィス空間サービスの開発 北越銀行

2615110391 新潟県 有希化学株式会社
多品種少ロット生産に対応可能な液体洗剤充填設備の開発・
導入。

第四銀行

2615110392 新潟県 株式会社お米のたかさか
新潟で初の 新型無洗米精製設備を導入し、日本一美味しい
無洗米の提供を目指す

北越銀行

2615110398 新潟県 サンエス株式会社
厚板鋼材の高精度レーザー切断サービスを開始し、産機・建
機市場の開拓を実現

第四銀行

2615110403 新潟県 株式会社真友社
発達障害児童の学力格差を是正する教育型放課後等デイ
サービス事業

新潟縣信用組合

2615110406 新潟県 有限会社又作商店
高齢者向け『やわらかステーキ』『健康レトルト』の開発とレスト
ランメニューへの取組み

関川村商工会

2615110407 新潟県 五十嵐熔接工業 高度円周溶接の実現で安定した生産、供給、信頼性の確立 三条信用金庫

2615110408 新潟県 有限会社ウェブナック
ネットショップ運営代行のための業務システムとショッピング
モールの開発

公益財団法人にいがた産業創造機構

2615110414 新潟県 株式会社内山肉店 にいがた和牛を活用した寿司業界向けの新しい商品開発 第四銀行

2615110416 新潟県 有限会社星ニット
にがお絵写真館Ｔシャツで世界に進出する革新的サービスの
開発

大津留税務会計事務所

2615110421 新潟県 株式会社大谷
商談及び納期、また在庫管理方法の革新による高い顧客
サービスの実現

税理士法人新潟合同事務所

2615110427 新潟県 渡辺建設株式会社
既設消雪用井戸を活用する地中熱利用空調システムの提案
による工事受注拡大

第四銀行


