地域の中小企業や組合を、知ろう！ つながろう！ 活用しよう！

組 合 ・ 中 央 会
活 用 の す す め
中央会では組合同士の「つながり」、

vol.3

取り扱い商品やサービスの「PR したい」を支援しています。
さまざまな事例や、中央会での支援事業、
そして組合の商品・サービスをご紹介しますので、
新しい取り組みのきっかけにぜひ活用してみてください。
「つながりたい」
、
「PR したい」を応援

「つながりたい」
、
「PR したい」
取り組みのご紹介

1ページへGo!

2ページへGo!

CHECK!「提供したい」

NEW♪ 設立組合

4ページへGo!

裏表紙へGo!

新潟県中小企業団体中央会

「つながり」や「ＰＲ」を応援

「つながりたい」、
「PR したい」を応援

つながりで 、新た なチ ャ レンジ
ある組合とある組合がつながることで、新しい取り組みをするチャンスがうまれます。
例えば、別々の地域の伝統工芸品の組合で一緒に展示会を開く、地域の旅
館組合のところで総会を開く、などなど…。異なる業界の組合とつながる
ことで、
「出来ること」の可能性が広がります。
組合間連携支援指導事業
補助額

例
■複数の組合同士で新たなサービス開発を模索

対象経費総額15万円以上の場合、原

するための意見交換会・研究会の開催

則として10万円を限度。ただし、対

■県内の同業種の組合で業務の取り組みについ

象経費総額が15万円未満の場合は、

て講習会・情報交換会を開催

その３分の２とする。

商品やサー ビスの 「 P R したい 」を応援 ♪
多くの方に情報を広めることができるイベントや展示会、わかりやすく情報を伝えるチラシやパンフ
レット等の作成など、商品やサービスをより販売するために欠かせないのが PR。中央会では、販売に
つなげる「PR したい」の気持ちを応援する事業もご紹介しています。
販売促進支援指導事業
補助額
対象経費総額30万円以上の場合、原
則として20万円を限度。ただし、対
象経費総額が30万円未満の場合は、
その３分の２とする。

例
■越後三産地合同織物新作発表会、最新省エネ
家電フェアの開催
■にいがた冬食の陣、うまさぎっしり新潟・食
の大商談会、にいがた BIZEXPO 等に出展
■消費者・取引先へ配布する組合取り扱い商品・
サービスの PR 用チラシ作成
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「つながりたい」、
「PR したい」
取り組みのご紹介
お もしろい ！新 潟 県の 取 り組み 事例
「つながりたい」の気持ちをカタチにした組合同士での取り組みや、
「PR したい」を実践した新しい取

り
つなが
い
た

｢極み｣に魚醤油で、新潟の食と魚をブランドへ
新潟県すし商（生同）

新潟漁協

新潟県すし商（生同）の統一メニュー「極み」に新潟
漁協が開発した「南蛮えび魚醤油」を組み合わせ、提供
しました。
平成22年６月には農商工連携の認定を受け、現在南蛮

「つながり」や「ＰＲ」の事例
連 携 事 例

り組みまで、いろいろな事例をご紹介します。

えびをはじめとした魚醤油を新潟のすし店で味わうこと
ができます。
旅行企画・メディアでの紹介等により、関東圏からの
顧客も獲得し、年間５万食を超える新潟のトップブラン
ド商品となってます。

り
つなが
い
た

鉄工組合同士で交流会を開催
上越鉄工（協）

加茂鉄工業（協）

上越鉄工協同組合と加茂鉄工業協同組合では、県内の
鉄工業関係組合において情報交換等を目的に交流会を開
催しました。
交流会においては、組合事業活動の課題について情報
交換を行うとともに、加茂鉄工業協同組合マイクロ水力
発電プロジェクトについての説明や、上越鉄工協同組合
組合員の株式会社丸互の工場見学等を行いました。

PR
したい

お葬式フェスタ 開催
新潟県葬祭業協同組合
新潟県葬祭業協同組合では、関連業者等と連携して、一
般の方々に気軽にお葬式・終活のことを学んでもらうた
め、お葬式フェスタを開催しました。
お葬式フェスタでは、「お葬式の「おカネ」のお話し」
「もしもに備えて」等のセミナーの開催、入館体験会・肖
像写真撮影会等いろいろな催しを行いました。
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り
つなが
たい

柿ポリフェノール麺で、最上級な食感・食味を製品化
新潟県なまめん工業（協）

JA 羽茂

新潟県の食品研究センターが開発した柿渋
（ＪＡ羽茂）を生麺に練り込み、抗酸化・抗菌
作用がある機能性健康食品として開発。麺の
コシ・つるつる感も両立させ、食感・食味と

「連
つな
「ＰＲ」の事例
携がり
事」や例

しても最上級の商品が完成しました。
開発後すぐに、大手ラーメンチェーンが、
組合が開発した麺を採用しました。全国に、
新潟の麺業者がつくる柿渋生麺が日本全国に
※写真はイメージです

り PR
つなが
い
た
したい

広がっています。

織物産地が共同し、東京で合同展示会を開催

小千谷織物同業（協）
塩沢織物工業（協）
十日町織物工業（協）
新潟の歴史ある織物産地の組合である三産地が
合同で、
「越後三産地合同織物新作発表会」とし
て、東京で展示会を開催しました。平成26年は23
の組合員メーカーが出展。十日町（紬、絣）小千
谷（麻、絹、綿）塩沢（越後上布、塩沢紬、夏塩
沢、本塩沢）などの新作約1,900点が発表されまし
た。約250社の卸商社、小売店他、業界関係者が来
場。商談が活発に行われたとともに、各産地の高
い技術と豊かなデザインがアピールされました。

り
つなが
い
た

商店街同士でイベントに参加し、ノウハウ共有
高田本町３・４・５
長岡大手通
小千谷平成
直江津中央
新発田市専門店
新潟県商店街（振連）青年部
新潟県商店街（振連）では、商店街に出店
する各地域の若手経営者等が情報交換を通じ
て交流を行うことにより、活性化を考えてい
こうと交流会を開催しました。その動きの中か
ら、他の商店街のイベントに出張商店街とし
て参加することにより、互いの集客・イベント
運営等のノウハウを共有しようと、平成25年
度より出張商店街の取り組みを始めました。
平成27年以降も、継続して行う予定です。
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CHECK!「提供したい」

新 潟が誇る 、商 品 ・技 術 ・ サービ ス
優れた商品や技術、サービスを提供している組合や組合員企業をご紹介。
「この組合と、新たに何かやってみたい！」という新たなきっかけづくりに、ぜひご活用ください。

新潟県旅館ホテル組合の三大プロジェクト プラス ONE
新潟の美味しさを伝える「にいがた朝
ごはん」「スイーツめぐり」「地酒の宿」
の３大プロジェクトを実施しています。
毎月26日に参加旅館では旅館の温泉が酒
風呂に変身。地元酒蔵とタイアップした
酒粕パックを設置する「ふろっ酒」が新
たに加わり、独自のおもてなしを提供し
ています。総会、会合、旅行などお気軽
にお越しください。

ＣＨＥＣＫ！「提供したい」

※写真はイメージです

新潟県旅館ホテル
生活衛生同業組合
http://www.niigata-ryokan.or.jp/

新潟の拉麺の魅力を伝えたい
新潟県は、人口当たりのラーメン店舗

東

数が全国で常に上位になるなど、全国有
数のラーメン激戦地です。
その豊かな食材から、「新潟５大ラー
メン」だけに限らず、多種多様なラーメ
ン文化が産まれ、そして新潟県独自のお

横

いしいラーメンが育まれています。
平成26年に新たに「新潟拉麺協同組
天心坊

三吉屋
ちょび吉

合」を設立し、県内様々な機関・組織等
と連携し、県内外へ『新潟拉麺』を発信
していきたいと考えています。
ぜひ、当組合と一緒に『新潟拉麺』の
発展にご協力ください。

麺や忍

のろし

新潟拉麺協同組合
4

４月下旬～11月の土日祝限定 只見線最奥の絶品そば
福島県との県境の魚沼市入広瀬地区、JR 只見線 大
白川駅２階に『そば処 平石亭（企業組合山のたより）
』
があります。
『そば処 平石亭』では、魚沼の豊かな自然に育まれ
た地元生産のそばを石臼で自家挽きし、手打ち手切りの
絶品そばを味わうことができます。また季節に応じて提
供される地元の山菜やきのこ、
「どぶろく 大白川」も
味わうことができます。
口コミサイト等から人気に火が付き、連休等は大変混
雑しますが、ぜひご賞味に来てください。

そば処 平石亭（企業組合山のたより）
http://hiraishitei.web.fc2.com/index.html
〒946-0303 魚沼市大白川（JR大白川駅２F）
営業期間・時間 ４月下旬～11月の土日祝・11時～15時

地理情報システム
（GIS）の活用でより豊かな地域社会を
協同組合くびき野地理空間情報センターでは、地理情
報システム可視化、分析等の処理を行うことで、地域社
会がより豊かになるものとなるようサービスを開発・提
供しています。

ＣＨＥＣＫ！「提供したい」

当組合の除雪管理システムでは、県内では上越市・妙
高市・十日町市、県外では滋賀県長浜市で導入され、全
国の積雪地帯でも導入が検討されています。地理情報の
活用についてはお気軽に当組合までご相談ください。

協同組合 くびき野地理空間情報センター
お問い
合わせ

☎ 025-522-7733
http://www.j-gis.jp/coop/

「発注先・委託工場をみつけたい」、
「こんな商品がほしい」三条工業会が応えます
協同組合三条工業会では、「越後ものづくりネッ
トワーク」として、約500社からなる組合員企業の
各種生産工場群が総力をあげて、多種多様なニーズ
に応えられる体制を整えています。
「発注先・委託工場をみつけたい」から、
「こんな
商品がほしい」まで、当組合ＨＰからお気軽にご連
絡ください。

越後ものづくりネットワーク
協同組合
お問い
合わせ
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三条工業会

☎ 0256-31-2161
http://www.sanjo-kogyokai.or.jp/

建設発生土を、高品質の改良土へ
各企業で設備するには負担が大きい大量の土質改
良ニーズに応えるために、自走式土質改良機工法の
推進を行っています。現在、配合設計から施工管理
までの手法を『ESR 工法』としてまとめ、「新技術
情報提供システム（NETIS）」「Made in 新潟 新技術
活用制度」等にも登録。300万㎥以上の実績をあげ
ています。全国のご相談に応じますので、ご興味の
ある方はご連絡ください。

新潟県土質改良事業協同組合
before

after

お問い
合わせ

☎ 0250-43-1222
http://www.niigata-sia.or.jp/

地域の自然木・越後杉を高性能不燃材へ

ＣＨＥＣＫ！「提供したい」

ドライウッド上越協同組合では、４つの特許技術を活
用した「燃えない」
、
「虫がつかない」
、
「腐らない」不燃
外装材として『もえん造 ®』を開発。小学校・保育園・
公共施設等、安全性の求められる施設の建材等に採用さ
れるなど、着実に実績を上げています。
『もえん造 ®』により、地場産材の有効利用、良質資
材の供給、そして安全で健康な木の家づくりを進めてま
いります。当組合並びに『もえん造 ®』については、お
気軽に当組合までお問い合わせください。

ドライウッド上越協同組合
お問い
合わせ

☎ 025-537-2445

http://park18.wakwak.com/~drywood/index.html

赤帽はお客様のピンチランナーです
赤帽新潟県軽自動車運送協同組合では、24時間
客先で作業中の
エンジニアに
部品を今すぐ
届けたい

この製品がないと
工場のラインが
とまってしまう

どんなことでも赤帽に
ご相談ください。
今すぐ集荷・今すぐ配送
ＯＫです。

365日配送ご依頼受付及び集荷配送を行っています。
私たちはお客様からの「こんなことも、できますか」
の声を毎日待っています。

信書の配送もぜひお任せください

赤帽新潟県軽自動車運送協同組合
お問い
合わせ

☎ 0120-400-111
http://niigata.akabou.jp/
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古紙・金属鉄の処理・リサイクルを証明します
流通経路・業務履歴を日
資連において証明・特定
でき、安心安全なリサイ
クル処理ができます。

消費者・排出者

当組合員企業では「日資連

再生資源回収事業者認

定」を取得し、新聞紙・段ボール等の古紙の処理から、
事務機器・スチール備品のリサイクル処理まで、多種多
様なリサイクルに責任をもって対応を行っています。
消費者（排出者）から再資源化までを証明する「日資
連 リサイクル証明書」も発行できる体制を整えていま
すので、リサイクルについてのご相談は、ぜひ当組合並
びに組合員企業まで。

認定事業者

加工事業者

新潟県再生資源事業協同組合
各家庭・オフィス等から
排出される「再生資源物」
を「リサイクル」すること
をお約束し、回収します。

お問い
合わせ

☎ 0250-24-7722

（坂上興産㈱内）

印刷物のご相談は官公需適格組合の証明取得の当組合まで

ＣＨＥＣＫ！「提供したい」

あけぼの印刷団地事業協同組合では、各種印刷物等の
共同受注を行っています。
総会の資料・ちらし・パンフレット・カタログ・ポス
ター等の印刷物はもとより、WEB 等の様々なメディア
と連携し、組合員各社の技術を集結することにより、あ
らゆるお客様のニーズに対応しています。
関東経済産業局からの「官公需適格組合」の証明も取
得し、官公庁をはじめとしたお客様の信頼に確実に応え
ます。印刷物のお問い合わせは組合事務局まで。

あけぼの印刷団地事業協同組合
お問い
合わせ

ソフトウェア開発・ホームページ作成からパソコン教室まで

☎ 025-382-7147

FAX 025-382-7158
〒950-0134 新潟市江南区曙町3丁目15番13号

IT 関連業務、なんでもご相談ください

長岡アイティ事業協同組合は、IT 関連企業が集結する
ことにより大手企業並みの業務規模に対応可能としつ
つ、中小企業ならではのきめ細かなサービス提供を行っ
ています。
行政等と連携を行い、IT による地域活性化の取り組み
を行うとともに、地域の IT 事業者の育成にも力を注い
でいます。
ソフトウェア開発・システム開発・ホームページ作
成・事業者内でのパソコン勉強会の開催まで、IT に関連
する業務について、お気軽にご相談ください。

長岡アイティ事業協同組合
お問い
合わせ
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☎ 0258-24-7565
http://nagaokait.com/

(㈱ベルソフト内)

講習会・展示会・会議… 幅広く利用できる NOC プラザ
NOC プラザは、新潟バイパス「竹尾 IC を降りてすぐ」
「無料駐車場180台完備」
「機材・商材等の搬出入が容易」
なコンベンションセンターです。
各種講習会から大規模な展示会、野外イベントまで、
施設の貸し出しにより新潟のビジネスを応援していま
す。施設の空室情報及び詳細は、ホームページからでも
確認できます。
セミナー、イベントを実施するにあたって会議室等を
ご利用の際は、ぜひ当組合まで。

協同組合新潟卸センター
お問い
合わせ

☎ 025-273-4181

http://www.noc-plaza.com/
〒950-8756 新潟市東区卸新町2丁目853番地3

訪れる方々に花と緑で癒しと安らぎを提供します

ＣＨＥＣＫ！「提供したい」

新津フラワーランドは、秋葉区の園芸生産者直営の園芸
売店です。施設内では、年間50回を超えるイベントのほ
か、四季折々の草花や盆栽、観葉・多肉植物、果樹、庭
木等の多種多様な植物を展示販売しており、県内外から年
間35万人のお客様が訪れる人気スポットとなっています。
お店販売のほか、花壇やプランター苗の大量発注、お
取り寄せや宅配注文、開店祝等贈答用の注文も承りま
す。また施設内の貸し出しも行っておりますので、お気
軽にお問い合わせください。

にいつ花の里協同組合
お問い
合わせ

☎ 0250-24-8787
http://www.nf-land.com/
〒956-0847 新潟市秋葉区古津891-1

しょうゆ・液体調味料の「こんな商品が欲しい」に応えます
新潟県醤油協業組合では、県内の老舗18社が集結
して誕生し、現在、伝統を守りつつ新たな商品開発
にも力を入れています。
小売業界から外食業界、さらには食品加工業界ま
で、オリジナルのしょうゆ・つゆ・たれ・ドレッシ
ング等の開発・生産にご協力しています。
しょうゆ・液体調味料等のご相談等ありましら、
ぜひご連絡ください。

新潟県醤油協業組合
お問い
合わせ

☎ 0258-22-2106
http://www.kikoshin.co.jp/
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トキの舞う田んぼで育った元気なお米 トキひかり
協同組合米ネットワーク新潟では、佐渡のトキが野生
復帰することを願い、トキの餌場を確保するために『無
農薬栽培・無化学肥料栽培』で水稲を栽培する農業生産
者「佐渡・トキの田んぼを守る会」と連携し、無農薬で
栽培された米『トキひかり』として商標登録し、平成14
年より組合で販売しています。
生き物いっぱいの田んぼで育ち、たくましく育ったお
米は、食味はもちろんのこと、健康志向の方々に大変好
評をいただいています。
トキひかりのご用命は、組合又は組合取扱店まで。

協同組合米ネットワーク新潟
お問い
合わせ
※写真はイメージです。

☎ 025-229-7426
http://www.komenet-niigata.or.jp/

クレジット契約をまとめることで、手数料を割安に 明細一本化で経理負担を軽減
協同組合新潟市商店連合会では、中小商業者がま
とまり、クレジット会社と契約することにより、割
引料率を引き下げる等のメリットの生まれる事業と

ＣＨＥＣＫ！「提供したい」

して、クレジット包括加盟事業を行っています。
個店での加盟はもちろん商店街単位での加盟もで
きます。新潟市共通商品券の取り扱いもあわせて、
ぜひご参加ください。

贈って喜ばれる商品券
新潟市共通商品券は
発行高全国1位

協同組合新潟市商店連合会
お問い
合わせ

☎ 025-246-4820
http://gif10ken.com/

長岡のお土産はこれ！ 大手通五十六逸品
長 岡 市 大 手 通 商 店 街 振 興 組 合 で は、2010年 か ら
「五十六まつり」を開催。まつりにあわせ開発した五十六
ブランド商品は郊外には売っていない、商店街でしか買
えない、長岡のお土産として人気を博しています。
『銘酒 五十六』は、山古志の農家のご協力の下、田
植え・稲刈り等を長岡市民・小中学生・行政そして商店
街で行った酒米五百万石を使い、お福酒造㈱で醸造され
た逸品です。他にも『五十六米』
『五十六Ｔシャツ』等
の『五十六ブランド商品』を商店街各店舗で販売してい
ますので、長岡のお土産にぜひお買い求めください。

長岡市大手通商店街振興組合
お問い
合わせ
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☎ 0258-30-5590
http://otedori.jp/

ふれあいの朝市

生産者販売の白山市場
白山市場は昭和29年から続く、歴史のある市場で、新潟市
中央区の新潟商業高校校舎隣の常設販売所において、近郊の
農家の採れたて新鮮野菜や果物、漬物等を販売しています。
生産者である農家自身が直接収穫した農産物を販売するの
で、野菜の新鮮さやおいしい食べ方等の情報が生産者から直
接得ることができます。
また、市場内には常設店舗が設けられ、業種問わず、出店
者を随時募集しています。
新潟の地場産・新鮮野菜を、60年間生産者が朝市で届けて
いる白山市場。ぜひ、お越しください。

白山市場商業協同組合
http://haku3asa1.blog130.fc2.com/
（新潟白山市場の新鮮 朝市ブログ）
〒951-8131 新潟市中央区白山浦2-180-3

新潟市西蒲地域の伝統野菜・白なす 新たな地域野菜ザーサイを味わってください
みどりとおひさまの会では新潟市西蒲地域のまぼ
ろしのなす「白なす」を地域の逸品として、生産販
売を推進しています。
高まり、食感がとろっとまろやかになります。
新たな地域野菜「ザーサイ」は日本での生産は珍
しく、サラダ・漬物にしても絶品です。
いわむろや直売所での直売・新潟県庁生協売店
（週１回）で、西蒲野菜が販売されていますので、ぜ
ひ味わってください。

みどりとおひさまの会事業協同組合

ＣＨＥＣＫ！「提供したい」

「白なす」は糖度が高く、加熱するとより甘さが

農家のお母さんたちの手作りの逸品 ぜひ味わってください
ゆりの会企業組合では、朝５
時から作る笹だんご、組合員が
育てた野菜のお惣菜、岩船産の
もち米を使ったおもちなど、地
元の農家のお母さんたちが手作
りで地元食材を使った加工品を提供しています。
「道の駅神林（穂波の里）
」にて販売していますの
で、村上にお越しの際は、ぜひ「ゆりの会」の美味
しい惣菜やお菓子を召し上がってください。

ゆりの会企業組合
販売場所
営業時間

道の駅神林（穂波の里）村上市九日市809番地
８時15分～17時15分
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NEW♪ 設立組合

新しく設立 された 組合 を ４つご 紹介
新たに設立された、４つの組合をご紹介します。
エステ、まんが、ICT、フードイベント出店と、組合ジャンルはさまざま。
今後の活動に注目です！

より上質なエステティックと
エステ セラピーを目指して
「美」からはじまる地域貢献

まんが

新潟エステティシャン・セラピスト協同組合

新潟まんが事業協同組合

http://n-neth.com/  

ＩＣＴ

☎0256-32-0333

ICT で業務改善、販売促進
さまざまな業種と連携して、
上越地域の発展へ

フード
イベント

ＮＥＷ♪ 設立組合

上越 ICT 事業協同組合
☎025-526-4718

漫画・イラスト・画のプロ集団
まんがで広報力 UP をお手伝い

http://gataman.com/

新潟の食を発信
県内初、フードイベント
共同出店組合

新潟イベントフード協同組合

http://joetsu-ict.net/

shou0057@yahoo.co.jp

新潟県中小企業団体中央会
〒951-8133

新潟市中央区川岸町１丁目47番地１

URL http://www.chuokai-niigata.or.jp/
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新潟県中小企業会館３F

TEL 025-267-1100（代表）

