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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

2615210444 新潟県
時田シーブイディーシステムズ株式会
社

配管内面の腐食を防ぐセラミックスコーティング装置の開
発

徳永公認会計士事務所

2615210446 新潟県 高の井酒造株式会社
高精度な温度制御設備導入による洋食にもあう香味豊か
な新しい清酒造りの確立

北越銀行

2615210447 新潟県 有限会社桜井メリヤス工場
ニット製造産業における革新的デザイン製品開発及び新
規市場開拓

大光銀行

2615210448 新潟県 麒麟山酒造株式会社
清酒製造における、小容量タンク毎の品温制御による多
品種新商品開発及び酒質の安定

第四銀行

2615210449 新潟県 有限会社山口製作所
新加工設備の導入により５軸制御切削加工の先進企

業を目指す
北越銀行

2615210450 新潟県 有限会社小林鐵工所
自社改造ＮＣ旋盤による超長尺丸物の旋削・研磨加工一
体化技術の確立

西村会計事務所

2615210451 新潟県 ニューロング精密工業株式会社
高精細電子部品の生産を可能とする高精度スクリーン印
刷機の開発

六日町商工会

2615210453 新潟県 株式会社富田刃物 ＮＣ制御型研削機の導入 落合孝夫税理士事務所

2615210455 新潟県 下村企販株式会社
ＮＣフォーミングマシン導入によるハウスウエア部品の製
造コスト削減と商品開発力の強化

北越銀行

2615210456 新潟県 株式会社アクトギア
ＮＣルーター導入による競技用スノーボードの開発・製造
及び製品全般の不良率の改善

野崎貴実税理士事務所

2615210457 新潟県 株式会社アセック
精密機械加工及び精密金型製作の取込みによる航空機
エンジン部品生産の国際競争力強化

第四銀行

2615210460 新潟県 株式会社ヨネヤマシール印刷
個別情報ラベルの品質保証を目的とした画像検査装置の
導入計画

第四銀行

2615210461 新潟県 株式会社藤原商店
新溶接機導入によるステンレス製容器製造体制の強化

と新規事業展開
北越銀行

2615210465 新潟県 藤田金屬株式会社
高性能丸鋸切断機の導入と品質管理体制構築により高
精度鍛造向け切断ビレット供給

商工組合中央金庫

2615210467 新潟県 西巻印刷株式会社
特殊形状実現のため、紙器製造の要「抜き工程」の加工
設備強化

三条信用金庫

2615210469 新潟県 株式会社タケダ
生産スケジューラにより企業規模を超えた生産体制への
革新と収益拡大を図る。

山口英世税理士事務所

2615210472 新潟県 有限会社ユー・アイ工業
ガス製品の自由化に伴い加工技術革新により、高品質、
高性能の製品を開発。試作から量産へ。

大潟商工会

2615210473 新潟県 株式会社中條製作所 革新的な技術導入における生産性の向上 長岡信用金庫

2615210474 新潟県 原山化成工業株式会社
エコキュート用保温断熱部材の断熱性能向上とコストダウ
ン

北越銀行

2615210476 新潟県 株式会社タキザワ
高性能プレスブレーキ導入による生産体制の変革と高付
加価値化を図る

長岡信用金庫

2615210481 新潟県 有限会社森山精器製作所
先端マシニングセンター導入による製品の生産性向上

と販売強化
新潟縣信用組合

2615210482 新潟県 株式会社Ａ－ＴＲＡＤ
車載ヘッドライト・ドアライン照明金型部品の磨きレス化の
推進

商工組合中央金庫

2615210484 新潟県 株式会社川島
新のホールガーメント機導入によるニット製品の新商品

開発及び市場拡大
北越銀行
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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

2615210487 新潟県 金城繊維株式会社
高感度センサーによる品質管理と短納期生産による追加
発注市場獲得

北越銀行

2615210496 新潟県 株式会社常盤製作所
顧客ニーズ対応と競争力強化のための専用複合ＮＣ旋盤
開発導入

鎌倉商工会議所

2615210497 新潟県 株式会社タカイ
高精度部品洗浄真空乾燥装置を用いた付加価値向上プ
ロジェクト

税理士法人東京会計社

2615210502 新潟県
株式会社クリエイティブ・エンジニアリ
ング

ＩＴ導入により生産管理プロセスを革新し収益の大幅な拡
大を図る。

北越銀行

2615210510 新潟県 有限会社渡明製作所
介護用マグネシウム部品の軽量化とマグネシウム切屑火
災防止対策による製造工程の見直しと量産化計画

三条信用金庫

2615210512 新潟県 光陽産業株式会社
一定荷重で締付けができる医療用トルクリミット付ルアー
コネクターの開発

第四銀行

2615210513 新潟県 ダイトゴム株式会社
新分野参入に向けたバリ除去技術向上による仕上げ工
程の革新

東和銀行

2615210516 新潟県 ライン精工有限会社
産業機械用長尺シリンダの加工技術開発と設備導入によ
る差別化と新規市場開拓

大光銀行

2615210518 新潟県 新潟煙火工業株式会社
花火職人×ＩＴ導入による「生産効率向上」及び「自社ブラ
ンド力強化」事業

新潟信用金庫

2615210521 新潟県 長岡パワーエレクトロニクス株式会社
ＰＣＢ基板への磁性材料埋め込みによる超薄型リアクトル
基板回路の開発

公益財団法人にいがた産業創
造機構

2615210522 新潟県 清水工業株式会社
段付きシゴキ絞り加工法による、切削加工、熱処理、研削
加工品の商品化

三条信用金庫

2615210528 新潟県 株式会社スリーピークス技研 特殊ニッパ量産化に向けた自動切削加工機の導入 三条信用金庫

2615210538 新潟県 株式会社トーダイ
業界初のレーザーマーキングを活用した厨房用品の開発
による販路拡大

第四銀行

2615210539 新潟県 三友工業株式会社
航空機内装部品デコラパネルの社内一貫生産による短
工期の確立

第四銀行

2615210540 新潟県 有限会社須佐金型製作所
ワイヤーカット放電加工機を活用した、厚手素材を裁断で
きる新型ハサミの試作開発

北越銀行

2615210543 新潟県 株式会社長岡金型
業界初の新素材ジルコニア系セラミック製ゲートブッシュ
の開発による新市場開拓

第四銀行

2615210544 新潟県 株式会社清水金型製作所
新加工機導入により熟練技術依存の低減に挑む取り

組み
第四銀行

2615210547 新潟県 吉乃川株式会社
酵母の特性を生かした低アルコール清酒の商品化と市場
開発

北越銀行

2615210551 新潟県 株式会社長岡歯車製作所 非円形歯車の製造技術の高度化と販売拡大 北越銀行

2615210552 新潟県 株式会社坂爪製作所
ＮＣ研削機を導入し、後継者無き職人技の形式知化を目
指す。

北越銀行

2615210554 新潟県 株式会社安達コンクリート工業
軽量かつエコなコンクリート製ケーブルトラフの試作開発
と増産体制の確立

北越銀行

2615210555 新潟県 坂井精機株式会社 電極加工の革新的な自動化による高能率化 第四銀行

2615210557 新潟県 株式会社北雪酒造
完全チルド貯蔵・配送管理された超フレッシュな生酒を海
外市場へ供給することで新たな需要を開拓する

赤泊商工会

2615210558 新潟県 皆川農器製造株式会社
大型農業機械加工用に、ＮＣパンチプレス機を導入し、長
尺刃物の歪みレス加工技術を確立

第四銀行

2615210564 新潟県 株式会社シンコーテック
給湯・床暖房機器受注拡大を実現するため、機械加工自
動化の推進。

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

2615210565 新潟県 ナシモト工業株式会社
高精密５軸ＣＮＣ工具研削盤導入による、三次元刃物造
形技術の向上と国際競争力強化の実現

第四銀行

2615210567 新潟県 株式会社バイオテックジャパン
微粉砕技術・乳酸菌発酵を利用した高い乳化性を有した
米磨砕液の開発

第四銀行

2615210580 新潟県 株式会社遠藤製作所 医療用インプラント製品の品質評価システムの確立 第四銀行

2615210583 新潟県 レジエ株式会社
日本初のチタン精密鋳造によるデザイン性に優れたバッ
クル開発及び生産性向上

三条信用金庫

2615210584 新潟県 株式会社中央製作所 新製品開発における精巧模型作製技術の確立 三条信用金庫

2615210585 新潟県 株式会社アドワン
可動型レーザー溶接機導入による金型修理精度向上及
び納期短縮化の確立

三条信用金庫

2615210588 新潟県 共栄テック株式会社 多品種少ロットに対応可能の安価な自動ラップ盤の開発 第四銀行

2615210590 新潟県 株式会社滝口製作所
超微細ショットブラスト導入による医療用ニッパーの鍛造
加工から仕上げ加工までの工程見直し計画

第四銀行

2615210591 新潟県 山崎金属工業株式会社
「刃物研削盤」の導入による錆にくいディナーナイフの商
品開発

第四銀行

2615210594 新潟県 株式会社ＷＩＮＰＲＯ
風況等に応じた羽向き制御を可能とする高効率の風力発
電機の開発

ＯＧＡ総合会計事務所

2615210596 新潟県 株式会社藤田製作所
キャリアバー内製化の実現による自社完結生産プロセス
の確立

第四銀行

2615210600 新潟県 有限会社木原製作所
ＣＮＣ円テーブル導入によるシャフト多角度穴あけ品質技
術の確立

三条信用金庫

2615210601 新潟県 山田精工株式会社
超高応答ハイブリット射出成形機導入による樹脂製微細
針の成形技術の確立

第四銀行

2615210608 新潟県 新潟三吉工業株式会社
燃料電池用インターコネクタの量産化に向けた加工設備
の強化

第四銀行

2615210611 新潟県 株式会社カネコ工業
量産型製造工程までのすり合わせ工数及びＮＣの待機時
間削減による短納期実現

三條信用組合

2615210616 新潟県 株式会社小林工具製作所
高精度金属加工設備による、緑化施設の土壌改良機具
製造能力の強化

第四銀行

2615210618 新潟県 柏精機株式会社
０．０１㎜の加工技術を実現するプレス機導入による製品
の品質向上

第四銀行

2615210619 新潟県 有限会社加藤酒造店
無農薬米の酒「拓」の品質向上＆省エネシステム構築の
ための「清酒火入急冷ユニット」の導入

第四銀行

2615210620 新潟県 株式会社織原塗化工場
高性能塗装ブースの導入による塗膜品質向上・製造コス
ト削減

三条信用金庫

2615210621 新潟県 株式会社泰和製作所 医療分野進出における高能率加工の実現 みずほ銀行

2615210622 新潟県 株式会社ジャステム
新規設備、システム導入の相乗効果で社内の総合的な
生産性向上を図る。

第四銀行

2615210623 新潟県 株式会社悠心 詰め替え可能な新型鮮度保持容器の開発 三条信用金庫

2615210624 新潟県 相場産業株式会社
特殊ロータリー研削盤導入による、研削工程の高精度化
と量産化計画

三条商工会議所

2615210625 新潟県 株式会社片岡製作所
溶接ロボット装置導入による生産工程の改善と生産プロ
セスの革新

北越銀行

2615210626 新潟県 田中工業株式会社
工事実施プロセスにおける管理システム導入による、業
務効率化と品質向上によるサービスの差別化

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

2615210630 新潟県 株式会社越のむらさき
充填設備更新による安全・安心な製品づくりとコスト競争
力の強化

北越銀行

2615210631 新潟県 株式会社アビコ技術研究所 ＣＮＣ円テーブルの基幹部品の改良化と内製化 北越銀行

2615210632 新潟県 有限会社サンポウ
高速自動裁断機（ＣＡＭ）の導入による生産性改善と多能
工化による生産システム革新への取り組み

第四銀行

2615210633 新潟県 藤中工業株式会社
航空機部品加工参入のための革新的板金加工技術の開
発

芝信用金庫

2615210635 新潟県 株式会社ＮＳＰＭ
超音波援用技術の応用により高硬度脆性材料の鏡面切
削加工等を実現する

公益財団法人にいがた産業創
造機構

2615210639 新潟県 オノヅカ精工株式会社
完全無人自動加工システムの構築による異形鍛造品加
工の生産性向上と新規分野参入

北越銀行

2615210645 新潟県 有限会社シマダ
地域資源のおからを主原料とした発酵味噌食品の生産設
備導入と試作

長岡信用金庫

2615210646 新潟県 プリンス工業株式会社
オンリーワンキッチン用品開発の為の射出成形技術の開
発

三条信用金庫

2615210649 新潟県 ワンネス株式会社
ＵＡＶ等ロボット制御モジュール及びフライトレコーダーの
開発

ＴＭＣ会計

2615210652 新潟県 白井産業株式会社
鋸の目立て工程の設備革新による生産性及び品質、安
定性の向上

新潟縣信用組合

2615210653 新潟県
ハートランドエンジニアリング株式会
社

商業施設用等向けガラス建具用建築金物類の一貫生産
体制確立

北越銀行

2615210655 新潟県 株式会社柿崎機械 航空機体部品加工計測による品質力強化 北越銀行

2615210658 新潟県 株式会社モリチュウ
自動バリ取り機による仕上げ作業の生産性向上と効率化
技術の開発

青木信用金庫

2615210659 新潟県 有限会社イワセ
板材削出加工による高級メガネケース製造を通じた付加
価値製品の創出

協栄信用組合

2615210660 新潟県 サトウ産業株式会社 環境対策における食品残渣量の削減事業 北越銀行

2615210661 新潟県 加賀工業株式会社
チェーン品質検査における外観検査自動化装置のプロト
タイプ開発

新潟県信用組合

2615210662 新潟県 金徳シヤリング株式会社
生産性向上・短納期化を目指した精密切断、加工体制の
確立

三条信用金庫

2615210663 新潟県 株式会社ケーナール
日本文化の魅力を引き出すキャラクター関連の立体広
告・商品の製造

若杉公認会計士事務所

2615210664 新潟県 大洋酒造株式会社
麹（こうじ）の製造工程改善による日本酒の品質向上と販
売増進、および醸造設備の有効利用

北越銀行

2615210665 新潟県 ホリカフーズ株式会社
高度測定機器導入による天然農産物を主原料とした介護
用濃厚流動食品の感性価値向上と高品質安定化

若杉公認会計士事務所

2615210666 新潟県 株式会社横山製作所
油加工液仕様のワイヤ放電加工機導入による、超硬金型
の高精度加工と研磨工程短縮の実現

第四銀行

2615210667 新潟県 木原精機株式会社
高精度対向主軸ＣＮＣ複合旋盤導入による生産性向上と
他社との競争力強化の実現

三条信用金庫

2615210669 新潟県 アルバネクス株式会社
新調理システムに対応可能な新型急速液体凍結機の開
発事業

大光銀行

2615210670 新潟県 株式会社宮島化学工業
再生原料を使用したエコマーク認定プラスチック製品の品
質向上と製造プロセス拡充

北越銀行

2615210671 新潟県 有限会社本甲金型
高精度ＣＮＣ３次元測定器導入によるプレス金型のトライ
数削減と測定プロセスの効率化

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

2615210672 新潟県 株式会社浅田精機
精密内面研削盤導入による深孔内面研削の高精度化と
加工の合理化

北越銀行

2615210673 新潟県 株式会社フクエ精機
複合旋盤導入による高精度、高能率加工の実現と競争力
の強化

北越銀行

2615210674 新潟県 株式会社島田溶接
自動溶接機導入による業務効率向上及び人材の有効活
用事業

株式会社シャイン総研

2615210675 新潟県 ホクリク精機有限会社
多品種少量及び混流生産（異種材・異種形状）での生産
性アップに挑戦

第四銀行

2615210677 新潟県 有限会社高野金型製作所
高精度マシニングセンタ導入による短納期金型対応生産
プロセスの確立

北越銀行

2615210678 新潟県 株式会社タカハシ
板金加工におけるレ－ザ－切断とパンチ打抜きの高効率
統合複合加工実現の取組

新潟大栄信用組合

2615210679 新潟県 株式会社ツノダ 次世代型替え刃式アルティメットカッターの開発 北越銀行

2615210680 新潟県 株式会社リキマエダ
サーボプレス機導入によるリジッドラックのコストダウンと
短納期化の実現。

第四銀行

2615210682 新潟県 株式会社大坪土建
木質バイオマス自製化による温泉旅館事業のコスト削減
と省エネ化。

北越銀行

2615210684 新潟県 株式会社山泰製作所 高機能ＣＡＤ・ＣＡＭ導入による三次元形状加工の確立 商工組合中央金庫

2615210685 新潟県 株式会社阿部プリント基板
基板印刷精度の可視化や定量化による、微細基板印刷
技術の高度化

若杉公認会計士事務所

2615210686 新潟県 株式会社トリト
シャーリング加工に於けるキズや加工歪等の不良防止技
術の開発

三条信用金庫

2615210687 新潟県 株式会社ワールドラボ
ＣＡＤ／ＣＡＭ設備導入による歯科技工物の新素材加工と
生産効率化、高品質化

北越銀行

2615210688 新潟県 株式会社谷野製作所
金属ギア生産工程における自動噛合い試験機の導入に
よる増産体制の確立

飯能信用金庫

2615210690 新潟県 株式会社川崎合成樹脂 セラミック刃体ピーラーの生産プロセスにおける自動化 第四銀行

2615210691 新潟県 株式会社五十嵐電機製作所
世界シェアＮｏ．１カスタムメイドモーターの商品ユニット化
試作開発

商工組合中央金庫

2615210693 新潟県 株式会社ライン放電
ワイヤー放電と研削の一貫加工体制構築による高品位
部品加工の超短納期化

北越銀行

2615210694 新潟県 株式会社新武 精密大型プレス金型製造の短納期化＆高精度化計画 燕商工会議所

2615210696 新潟県 有限会社佐藤工業所
ポジショナー付ロボット溶接機導入による工数削減・受注
拡大と職人技術継承

税理士法人和栗会計事務所

2615210697 新潟県 ヤナドリ鋼鉄株式会社
小径鋼管の立体的高難度曲げ加工及び多様なデザイン
製品への取組

三条信用金庫

2615210698 新潟県 新潟県醤油協業組合
超高圧によりタンパク質、リン、カリウムを低減した機能性
だしわりしょうゆの開発

北越銀行

2615210703 新潟県 新潟高周波工業株式会社
新鋭のインバーター式電気炉新規導入による生産プロセ
スの刷新計画

北越銀行

2615210705 新潟県 株式会社オオスギテック
消防設備点検に関する調査から修理までの一貫業務の
確立

第四銀行

2615210711 新潟県 有限会社井出計器
ゴミを吹き飛ばし吸引する静電気制御管理付き小型塵取
機の試作開発

青海町商工会

2615210713 新潟県 有限会社関野鋏工業所
訪問福祉理容・美容サービス（寝たきりの方）向けの専用
ハサミの試作・開発

山口英世税理士事務所



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

2615210716 新潟県 Ａ’ｖｉ
「美しさ＝健康美」をコンセプトにしたエイジングケアサー
ビスの開発

第四銀行

2615210717 新潟県 信越工業株式会社
減圧平衡発熱乾燥機、粉砕機導入による「ひげにんにく」
パウダーの試作・商品開発

公益財団法人にいがた産業創
造機構

2615210719 新潟県 株式会社わたや
複数の太さのへぎそばの提供を、革新的製麺設備導入に
よる生産能力向上と品質安定により実現

大光銀行

2615210722 新潟県 企業組合しおざわ異業種研究会
魚沼産コシヒカリ発祥の地でお米の選別、食味、検査を見
学・試食体験事業

第四銀行

2615210723 新潟県 有限会社田中刺繍
ビーズ刺繍による新企画商品の試作開発と国内・外販路
開拓

加茂信用金庫

2615210726 新潟県 株式会社システムスクエア
顧客商品の安全性と品質管理をサポートする検査装置の
顧客支援システム構築

公益財団法人にいがた産業創
造機構

2615210735 新潟県 株式会社ＳｎｏｗＣａｓｔ 降雪・降雨量予測のための高度化技術 第四銀行

2615210742 新潟県 有限会社志田塗料店 塗料調色作業のデジタル化による精度向上と短納期化 第四銀行

2615210744 新潟県 株式会社堀口繊維工業
ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による多品種少ロット生産の実現及び
多能工の育成

北越銀行

2615210746 新潟県 株式会社キントラ
新築した弊社「陽圧工場」の生産能力向上と、異物混入の
リスクを抑えたポリ袋の開発

第四銀行

2615210747 新潟県 アイビーリサーチ株式会社
中国市場開拓に向けた、中国語版・特許業務支援ソフト
の研究開発

柏崎商工会議所

2615210749 新潟県 株式会社イチカラ畑
蕎麦原料と加工原料の徹底選別による魚沼産蕎麦製品
の高級ブランド化計画

北越銀行

2615210751 新潟県 越銘醸株式会社
地元栃尾産の希少米を使用した芳醇型の低アルコール
純米原酒の開発

北越銀行

2615210752 新潟県 株式会社皆建
管理性と施工性を高めた低価格な防草緑化一体化シート
の開発

第四銀行

2615210753 新潟県 有限会社蔵良
真空調理法による越後もち豚レア肉の開発、ギフト販売
化の実現

第四銀行

2615210755 新潟県 株式会社ナカノアイシステム
降雪地域の自治体の除雪管理を支援する除雪情報提供
システムの導入

第四銀行

2615210758 新潟県 株式会社ビーワーススタイル
デザイン性と機能性に配慮した女性が輝く「キッチンツー
ル」開発

つばさ税理士法人

2615210761 新潟県 有限会社まきば サービスエリア向け名物グルメ「リゾットコロッケ」の開発 第四銀行


