
平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
採択案件一覧（148件）

（受付番号順）

受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

1 2815110001 新潟県 株式会社ニシデン 2110001017518 カメラセンサー向け超極小部品実装基板の試作開発 第四銀行

2 2815110005 新潟県 平畳店  
最新畳縫着機導入による生産性の向上と新製品開発
で受注拡大

山北商工会

3 2815110008 新潟県 有限会社樋口鉄工所 3110002033224
ステンレス切断機の設備導入とステンレス溶接技術の
高度化

第四銀行

4 2815110013 新潟県 株式会社ホンマ製作所 9110001007586
組立・溶接ロボットによる生産技術の向上とＩｏＴを活用
した生産管理の高度化

第四銀行

5 2815110014 新潟県 株式会社シーモス 8110001015887 生産プロセスのＩＯＴ化による画期的な生産体制の確立 第四銀行

6 2815110016 新潟県 有限会社木原製作所 8110002017908
パレットチェンジャー式機械導入による高効率品質技
術の確立

三条信用金庫

7 2815110017 新潟県 有限会社源屋 8110002030274
胡麻とうふ製造ラインにおける包装技術向上にむけた
設備導入計画

北越銀行

8 2815110020 新潟県 有限会社小林製作所 7110002011110
高生産性５軸加工機とＩｏＴの融合による航空機部品の
第四次産業革命への挑戦

第四銀行

9 2815110025 新潟県 株式会社山縣製作所 8110001016150
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

10 2815110026 新潟県 アルマイト理研株式会社 8110001012447
ビールサーバー用ディスペンスヘッドの生産技術の確
立

株式会社オオサワ・ビジ
ネスコンサルティング

11 2815110027 新潟県 小林金型彫刻  
半導体検査装置部品向けリレースイッチ部品の放電
加工技術開発及び生産の効率化

協栄信用組合

12 2815110031 新潟県 わたべシート株式会社 4110001013003
最新式ウェルダーの導入による生産性向上と高付加
価値製品の提案

新発田信用金庫

13 2815110032 新潟県 株式会社アセック 1013101000841
最新の主軸台移動型ＣＮＣ自動旋盤導入による航空
機エンジン部品製作の国際競争力強化

第四銀行

14 2815110040 新潟県 平仁工業株式会社 8110001024442
最新洗浄機導入による環境負荷低減洗浄の確立と効
率的生産ラインの構築

第四銀行

15 2815110041 新潟県 株式会社ツボエ 8110001016092
「研磨バリ取り機」導入による「おろし金」の品質向上と
日本食文化の下支え

つばさ税理士法人

16 2815110044 新潟県 一菱金属株式会社 6110001015550
オイルポット生産の省工程化と小型商品投入による
シェア拡大計画

第四銀行

17 2815110046 新潟県 木村綿業株式会社 1110001001662
新潟のお米（篩下米）を使った純日本製ご当地寝具の
開発

第四銀行

18 2815110048 新潟県 株式会社吉崎製作所 3110001005744
三次元形状測定器導入による焼結金属製自動車歯車
部品製造技術の革新

株式会社マイルストーン・
コンサルティング・グルー
プ

19 2815110053 新潟県 テラノ精工株式会社 5110001022911
最先端複合加工機導入による丸型部品加工の工程削
減と高精度化の実現

長岡信用金庫

20 2815110056 新潟県 株式会社滝口製作所 2110001014390
「高効率誘導加熱装置」導入による、トルネード膨張ア
ンカーの鍛造加工の変革

つばさ税理士法人

21 2815110063 新潟県 株式会社新潟涌井 3110001004176
第２世代Ｘ線異物検査装置と半自動薄膜・皮スキン
ナー導入による高品質製品の高生産体制の実現

第四銀行

22 2815110065 新潟県 桜本工業株式会社 5110001015849
生産プロセス管理のＩＴ化による多品種少量プレス製品
の生産性向上

第四銀行

23 2815110069 新潟県 株式会社北雪酒造 8110001027684
最新鋭のステンレス製洗ビン機の導入により鉄のリス
ク排除から高品質な清酒製造を実現する

赤泊商工会

24 2815110073 新潟県 シゲル工業株式会社 8110001020739
加温機能付クランプ装置の導入による裏貼工程の改
善と生産性向上

第四銀行

25 2815110074 新潟県 株式会社富田刃物 1110001016116 角形波刃加工機の開発導入 落合孝夫税理士事務所

26 2815110075 新潟県 株式会社永島工機 1110001023178
最新平面研削盤導入による生産プロセス改善と競争
力強化

大光銀行
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

27 2815110076 新潟県 株式会社ヤマテック 6110001017737
複合旋盤導入による新加工方法確立・品質向上・納期
対応

柏崎信用金庫

28 2815110079 新潟県 皆川農器製造株式会社 4110001014744
ターボチャージャー用ステンレス製精密遮熱板の応力
軽減プレス加工技術の開発

三条信用金庫

29 2815110081 新潟県 トップ工業株式会社 5110001014446
高効率誘導加熱装置導入により熟練工の技術を数値
化し、商品製造・開発の強化を実施する

つばさ税理士法人

30 2815110083 新潟県 石川製作所  刃物用自動研削機の更新及び生産数増加計画 第四銀行

31 2815110086 新潟県 山﨑醸造株式会社 4110001025510 小麦・大豆を使わない、米を主原料とした醤油の開発 第四銀行

32 2815110087 新潟県 株式会社橋本金属 4110001030733 短納期量産体制の強化に伴うプレス工程の革新 燕商工会議所

33 2815110088 新潟県 有限会社エンドー 5110002033692
光学機械向け金属部品の超精密な試作と量産体制の
確立

第四銀行

34 2815110089 新潟県 山田精工株式会社 6110001026861
高速取出ロボットを導入したクリーン環境対応高効率・
省エネ新生産システムの構築

第四銀行

35 2815110090 新潟県 有限会社上村製作所 5110002019114
競技スポーツ用部品の高精度・高効率加工で生産性
向上の実現

三条信用金庫

36 2815110091 新潟県 帆苅ブロック工業株式会社 7110001007274
最新型ブロック製造設備導入による生産性の向上と競
争力の強化

大光銀行

37 2815110094 新潟県 株式会社青海製作所 2110001007411
最新鋭のハイグレードマシンにロボットとＡＩとＩｏＴを連
携させ、高効率な生産体制で航空機部品の新規受注
を目指す

第四銀行

38 2815110102 新潟県 株式会社アサヒプレート 3110001022054
大判平面および円筒面彫刻部門の拡充とデータ構造
の標準化による生産効率の向上

北越銀行

39 2815110103 新潟県 株式会社ＵｎｉＢｉｏ 8110003000912
植物より製造する化粧品原料ＥＧＦの工程改善による
生産性向上

大口会計事務所

40 2815110105 新潟県 株式会社佐野鉄工スプリング製作所 8110001002258
生産プロセス改善と試作体制強化による顧客対応力
の向上と新規顧客開拓

大光銀行

41 2815110108 新潟県 株式会社カサイ 1110001007115
溶接を必要としない最新フレア加工装置の導入による
短納期、品質改善、及び生産性向上の実現

第四銀行

42 2815110110 新潟県 佐渡精密株式会社 3110001027532
最新ＮＣ自動旋盤と高圧クーラント導入によるエネ
ファーム関連部品の生産力強化

北越銀行

43 2815110113 新潟県 株式会社中越加工 8110001025003
家具を対象とした木口材貼り工程の機械化による生産
性向上と製品の高機能化

北越銀行

44 2815110114 新潟県 株式会社トーエイ 3110001022913
ファイバーレーザ溶接機ロボット導入によるＩｏＴ生産プ
ロセスの革新

大光銀行

45 2815110116 新潟県 株式会社アサヒプレシジョン 6110001023941
ターニングセンターを導入し、電子顕微鏡の真空装置
部品の受注拡大を図る

商工組合中央金庫

46 2815110120 新潟県 株式会社滝田 4110001019215
ウイルス感染対策を行った異物検査装置用ＡＶＣ筐体
の開発

商工組合中央金庫

47 2815110121 新潟県 有限会社阿部精工 9110002020183 医療機器等で使用する極小バネ加工体制の構築
株式会社マイルストーン・
コンサルティング・グルー
プ

48 2815110123 新潟県 株式会社カエリヤマ 9110001014855
５軸複合切削機を中核としたロボット付きＮＣ加工機群
のネットワーク構築

三条信用金庫

49 2815110124 新潟県 株式会社マックスニット 1110001025067
最新型縫製機械によるアパレル製品の高効率生産と
多能工員の育成

北越銀行

50 2815110126 新潟県 ナカヤマ紙工株式会社 2110001016148
高周波接着機導入により木箱の量産体制を強化する
事業

第四銀行

51 2815110127 新潟県 株式会社柳製作所 2110001023598
精密小型部品に対する旋盤加工技術の開発により一
貫生産体制を構築する

長岡信用金庫

52 2815110129 新潟県 有限会社島村木工 4110002027935
デザイン性が高い複雑形状の店舗什器製造にかかる
リードタイム削減事業

長岡信用金庫

53 2815110132 新潟県 恵比寿屋興業株式会社 3110001023804
木材縁貼りシステム導入による家具製造の生産性・効
率化の向上

大光銀行

54 2815110134 新潟県 有限会社須戸精工 1110002028028
最新モデルの５軸制御複合加工機導入を通じた高精
度・短納期化の実現事業

長岡信用金庫

2



受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

55 2815110137 新潟県 有限会社丸山鉄工所 4110002024627
ゴムキャタピラ式クローラーローダーの大型化と生産
性向上を実現する溶接技術の確立

株式会社エフアンドエム

56 2815110139 新潟県 株式会社外山刃物 2110001014457
園芸刃物の大規模市場への対応と高精度化体制の開
発

大光銀行

57 2815110144 新潟県 株式会社丸尚 8110001020292
簡易型茶碗蒸しの生産ライン導入による生産性の向
上

第四銀行

58 2815110148 新潟県 有限会社日承テクニカル 6110002018016
加工素材の抜本的改革に対応する複合加工機導入に
より収益性向上

関根朝秋税理士事務所

59 2815110151 新潟県 弥彦酒造株式会社 6110001016268 Ａｌｃ１１°低アルコール無殺菌生酒通年販売への挑戦 第四銀行

60 2815110152 新潟県 有限会社山田製作所 7110002025969
最新マシニングセンタ導入による加工の高精度化と生
産性の向上

第四銀行

61 2815110153 新潟県 株式会社笠原成形所 9110001027007
プラスチック射出成形業におけるＩｏＴ技術を用いたス
マートファクトリーモデルラインの構築

第四銀行

62 2815110155 新潟県 株式会社松田鍛工所 9110001013386
足踏みペダル自動制御装置の導入による安定した成
型及び生産向上

第四銀行

63 2815110157 新潟県 ミズホ株式会社 1010001007612
動物用成形外科インプラント向けチタン等の難削材料
の超微細加工技術開発事業

公益財団法人にいがた産
業創造機構

64 2815110162 新潟県 株式会社オーヒラ 9110001026223
レーザー光凝固法を用いた眼科治療機器ユニットの製
造

第四銀行

65 2815110164 新潟県 株式会社田辺製作所 9110001007636 世界初・超薄板水晶ウエハの生産体制の構築 第四銀行

66 2815110165 新潟県 株式会社長谷川 4110001014587 新分野加工事業への進出と高精度無人加工の構築 三条信用金庫

67 2815110169 新潟県 有限会社風間鉄工所 6110002022488
革新的な特殊治具製作技術の確立による競争力の強
化

上越信用金庫

68 2815110170 新潟県 阪新鍛造株式会社 2110001016016
新型サーボプレス機導入による生産性向上と多品種
小ロット化の展開

第四銀行

69 2815110171 新潟県 株式会社サイタメ 3110001006412
高強度パイプの曲げ加工とパイプ間隔最適化による革
新的かつ自社オリジナルの農業用ハウスの開発、販
売

北越銀行

70 2815110172 新潟県 株式会社ナカシマ 5110001021780 製造能力と生産効率向上による事業活性化 能生商工会

71 2815110174 新潟県 有限会社白倉製作所 6110002019253
マシニング導入による納期短縮と２次元加工から３次
元加工への挑戦

新潟大栄信用組合

72 2815110175 新潟県 株式会社葵製作所 7110001022001
門型５面加工機の導入による高生産性工場の構築と
高精度加工の高効率化

長岡信用金庫

73 2815110177 新潟県 ダイトゴム株式会社 6030001042149
独自の金具表面処理技術の構築による新たな製品分
野への挑戦

東和銀行

74 2815110179 新潟県 藤次郎株式会社 7110001016275
レーザー加工機導入による小ロット・短納期ニーズの
受注拡大と新分野への挑戦

第四銀行

75 2815110180 新潟県 株式会社北越時報社 1110001023153
オフセット印刷工程の刷新による短納期化と高品質化
の実現事業

長岡信用金庫

76 2815110182 新潟県 藤木鉄工株式会社 8110001013718
一次加工の内製化による顧客満足度向上のための
ファイバーレーザー切断機の導入

第四銀行

77 2815110184 新潟県 共栄エンジニアリング株式会社 1110001012362
マイクロ流体デバイス金型生産における超高精度・高
効率微細加工システムの構築

第四銀行

78 2815110185 新潟県 株式会社栄工舎 7010801001370
工作機械工具の世界一の高精度を更に向上させる生
産体制の構築

商工組合中央金庫

79 2815110186 新潟県 株式会社ルック 9110001011786
極細素材を使用した新しいニット分野への進出と生産
性向上

商工組合中央金庫

80 2815110189 新潟県 有限会社フナックス 6110002019889
卓上型三次元測定器導入による金型の生涯における
精度管理体制の構築

第四銀行

81 2815110191 新潟県 株式会社ピーコック 3110001023317
新規原材料処理技術開発による品質力強化・生産能
力増強と新規受注の拡大

第四銀行

82 2815110195 新潟県 サトウ産業株式会社 7110001026720
味の数値化技術活用による惣菜の商品開発高度化
（高品質化・低コスト化）

北越銀行
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

83 2815110196 新潟県 関川鋼販株式会社 3110001015933
ハイブリッド式竪型射出成形機の導入による自社製品
のさらなる付加価値向上

第四銀行

84 2815110197 新潟県 有限会社若月鉄工所 9110002029596
最新型マシニングセンタ導入による長尺部品の生産能
力・競争力の強化

長岡信用金庫

85 2815110199 新潟県 有限会社大誠工機 9110002028169
深孔中繰り加工の内製化と受注増大に対応可能な付
加価値機能付ＮＣ旋盤の導入

北越銀行

86 2815110200 新潟県 株式会社マツウラセイキ 4110001018381
トップランナー変圧器用部品の革新的高効率加工及び
納期短縮化の実現

第四銀行

87 2815110201 新潟県 有限会社中澤鉄工所 2110002031749 ３軸機能付ＮＣ旋盤導入による生産性向上計画 長岡信用金庫

88 2815110203 新潟県 有限会社一印かまぼこ屋 9110002026560
３Ｄフリーザー導入による顧客ニーズへの対応とビジ
ネスチャンスの拡大

第四銀行

89 2815110205 新潟県 有限会社シンエー木型工業 8110002027808
ＩＯＴを活用し最適切削加工技術の確立と生産システム
向上の実現

長岡信用金庫

90 2815110207 新潟県 有限会社共栄化工 3110002001899
角形金属素材の寸法精度確保および製品の高品質化
を志向した最新プラズマ切断機の導入

北越銀行

91 2815110212 新潟県 山本ねじ工販株式会社 2020001035909 発電機タービン用ケーシングスタッド事業への参入 商工組合中央金庫

92 2815110215 新潟県 フジイコーポレーション株式会社 8110001016274
加速度センサを利用した新型傾斜センサの開発で業
績の向上と安定

北越銀行

93 2815110220 新潟県 株式会社若月鋳工所 2110001023689
コンピューターシミュレーションによる鋳造工程の最適
化と製品品質の向上

北越銀行

94 2815110221 新潟県 株式会社ワンロード 4110001014843
ＩｏＴを活用した高精度試作品金型の短納期対応及び
利益確保に向けた企業体質強化

三条信用金庫

95 2815110223 新潟県 佐藤技研株式会社 9110001014954
固定治具市場への課題解決型ビジネスへの挑戦と雇
用の創出

三条信用金庫

96 2815110229 新潟県 共栄電工株式会社 6100001019445 医療用微細管内面の超精密洗浄システムの確立 第四銀行

97 2815110230 新潟県 株式会社サヴァ製麺所 6110001018719
新ラインの導入による麺製造能力３倍を実現する生産
体制の構築

Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人

98 2815110231 新潟県 有限会社キタザワ製作所 1110002018516
金属プレス加工自動化による生産効率の向上と新規
雇用の獲得

第四銀行

99 2815110233 新潟県 株式会社シンテック 2110001002528
最先端精密平面研削盤導入による高精度化と価格競
争力の向上

大光銀行

100 2815110239 新潟県 株式会社石高精工 8110001024236
空気圧制御機器部品を対象とした寸法・幾何公差の厳
格管理体制の確立による受注拡大

北越銀行

101 2815110240 新潟県 大洋酒造株式会社 4110001018150
日本酒製造の搾り、貯蔵・ビン詰プロセスの高度化に
よる商品力の国内外での強化

第四銀行

102 2815110246 新潟県 株式会社バイオテックジャパン 8110001011507
新除たんぱく技術による早期腎疾患患者向けの低タン
パクごはんの開発

第四銀行

103 2815110253 新潟県 有限会社ユーティエス 3110002019974
フラットパネルディスプレイ製造装置用部品の生産性
の向上

Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人

104 2815110254 新潟県 株式会社三松製作所 4110001005462
次世代ミッション部品の複数工程統合による高品質量
産化ラインの確立

第四銀行

105 2815110255 新潟県 株式会社柳器物 2110001016429
金型からの一貫生産を活かした高精度、小ロット短納
期金属部品加工

第四銀行

106 2815110256 新潟県 中一工業  
最先端マシニングセンターの導入による自動車部品の
高付加価値プレス金型製造プロセスの構築

協栄信用組合

107 2815110262 新潟県 有限会社鉄工目﨑 3110002032267
受注対応力を増強するためのＣＮＣ旋盤の新規導入と
雇用創出

北越銀行

108 2815110263 新潟県 五十嵐バレル金型  
高精度マシニングセンターを導入による、ブロー金型
の新たな製造プロセスの構築

協栄信用組合

109 2815110264 新潟県 有限会社コバヤシ製作所 7110002019252
精密平面研削盤の導入による自動車部品の高付加価
値金型製造技術の構築

協栄信用組合

110 2815110266 新潟県 日本ベアリング株式会社 9110001025448
ＩｏＴ＋ＡＩによるハウジング製造事業の強化及び成長市
場への挑戦

第四銀行
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111 2815110268 新潟県 有限会社新潟システム制御 2110002019851
専用機械用部品加工の高精度化と加工時間短縮の実
現

第四銀行

112 2815110271 新潟県 有限会社一成モールド 1110002018912
手作業によらない高精度小物装飾造形加工技術の確
立

三条信用金庫

113 2815110272 新潟県 株式会社アンドウ製作所 8080401013676
ファインブランキングプレス技術による超高精度ブレー
キディスクの開発

遠州信用金庫

114 2815110273 新潟県 株式会社片岡製作所 4110001015610 目通し工程の効率化による生産プロセスの革新 北越銀行

115 2815110274 新潟県 木原精機株式会社 5110001014917 新しい生産体制の確立と人材育成による競争力強化 三条信用金庫

116 2815110276 新潟県 有限会社万九渡辺食品 5110002023545
米粉製粉機導入による米粉入り生揚げ製品の生産プ
ロセスの革新～規格外豆腐の有効活用から米粉入り
生揚げ製品へ～

上越信用金庫

117 2815110284 新潟県 有限会社伊藤製作所 7110002019681
射出成型の加工管理のデジタル化と段取り効率化に
よる生産性向上

パートナーズプロジェクト
税理士法人

118 2815110285 新潟県 シマト工業株式会社 5110001014272 ロボット導入による塗装工程の生産性向上 三条信用金庫

119 2815110289 新潟県 日本通信株式会社 3110001004275 無線式書類等検索機の開発 北越銀行

120 2815110291 新潟県 株式会社北陸製作所 4110001023431
革新的な吊下げ式溶接ロボットと新技術導入による溶
接工程の製造能力と自動化率の向上

北越銀行

121 2815110294 新潟県 株式会社ＷＥＬＣＯＮ 8110001009195
拡散接合における加工方法の組み合わせによる低コ
スト化

商工組合中央金庫

122 2815110305 新潟県 株式会社エステーリンク 6110001016301
立型ＣＮＣ旋盤による生産性向上と原価管理システム
の構築

第四銀行

123 2815110310 新潟県 株式会社加藤精工 7110001026704
自動車部品の精密加工に貢献する切削工具の高精度
化と短納期化

株式会社エフアンドエム

124 2815110315 新潟県 シーサイド・ファクトリー株式会社 4110001027845
「魚の生ハム」および魚肉を用いた新商品の生産設備
の導入による量産体制の構築

斉藤会計事務所

125 2815110319 新潟県 株式会社シンワ歯研 8110001002687
女性歯科技工士の活躍による短納期、高付加価値の
提供

株式会社エフアンドエム

126 2815110321 新潟県 株式会社アサヒテック 1110001001084
可変情報印刷が可能なラベル印刷機導入によるラベ
ル総合メーカーとしての地位の確立

第四銀行

127 2815110324 新潟県 株式会社トップライズ 5110001007375
三次元データ処理ソフト導入による業務フローの連携
強化及び生産性の向上

新潟縣信用組合

128 2815110326 新潟県 ＨｏｎｄａＶｉｎｅｙａｒｄｓａｎｄＷｉｎｅｒｙ株式会社 8110001008271
振動式除梗機の導入による新潟産ナチュラルワインの
商品化

第四銀行

129 2815110328 新潟県 株式会社大谷商会 1110001000879 『食品製造工場向け』生産性向上支援サービスの開発 第四銀行

130 2815110333 新潟県 株式会社朝日木材 9110901017098
音響・防音機能を強化した木製パネルを利用した新商
品開発と新たな販路開拓

第四銀行

131 2815110336 新潟県 株式会社ミューズ・コーポレーション 4110001006849
子供の大切な思い出を一冊の本へ！地域で連携しギ
フト市場を開拓

第四銀行

132 2815110342 新潟県 株式会社シーキューブ 9110001002380
ＩｏＴによる遠隔設備の監視・保守・性能分析型複合
サービス事業の創造

第四銀行

133 2815110344 新潟県 有限会社藤田企画 9110002024523 特殊浴槽の設置とＩＴ化による生産性の向上 大光銀行

134 2815110347 新潟県 株式会社小田 7110001017182
色調管理をデジタル化し、速乾印刷に連動するＱＣＤ
サービスの実現

第四銀行

135 2815110348 新潟県 株式会社榮技術 7110001017728
３次元点群データを活用した測量の効率化と保全マネ
ジメント向けの民間需要拡大

大光銀行

136 2815110349 新潟県 株式会社桑原測量社 7110001018981 Ｗｅｂサイトを活用した受注システムの構築 第四銀行

137 2815110350 新潟県 株式会社スターベッツ 4110001016823
内視鏡システム等導入による、治療の見える化と高精
度チーム医療の確立

第四銀行

138 2815110351 新潟県 有限会社浦佐・せきでん 3110002034156
音の『見える化』を実現する次世代音響サービスの提
供

大和商工会

5



受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

139 2815110352 新潟県 株式会社アイウィル 4110001030130 ドローンを活用した３次元計測及び動画撮影サービス 三条信用金庫

140 2815110354 新潟県 ＳｋｙＰｈｏｔｏＦａｃｔｏｒｙ  
新型マルチコプター（ドローン）を用いた空撮業務の新
たなる市場開拓

三条信用金庫

141 2815110355 新潟県 株式会社丸山自動車 4110001016501
近赤外線式高性能乾燥機導入による自動車鈑金・塗
装業務の革新

北越銀行

142 2815110357 新潟県 有限会社室橋重機工事 5110002024584
解体建築物から出る廃棄瓦を原料とした瓦チップ製造
販売への取り組み

名立商工会

143 2815110358 新潟県 北斗測量調査株式会社 6110001018371
超小型ＬｉＤＡＲセンサー導入による「高密度地形データ
提供サービス」の大幅拡充

第四銀行

144 2815110359 新潟県 株式会社港製菓 6110001005452
ハラル市場向け包あん商品新規販売と拡販対応の製
造ライン構築

北越銀行

145 2815110360 新潟県 株式会社ファーストイノベーション 4110001029585
マラソン計測におけるパッシブＲＦＩＤタグと世界基準新
型記録計測機材の導入

相川町商工会

146 2815110361 新潟県 株式会社白旺舎 8110001026488
多様化する日本の伝統、寝巻浴衣独自の発想で、他
社との差別化

第四銀行

147 2815110365 新潟県 株式会社サンニード 4110001007649
内製率の向上と技術承継による中古醸造設備の高度
復元化事業の強化

株式会社江口経営セン
ター

148 2815110369 新潟県 有限会社マミードライ 1110002006198
最新設備導入による革製品クリーニングの生産性向
上

第四銀行
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