
（受付番号順）

15210459 燕物産株式会社
小口化・短納期化への対応し、障碍者の雇用増に資する新
型洗浄機の導入計画

協栄信用組合　本店営業部

15210460 株式会社スリーピークス技研 ニッパ類刃付作業の刃研機導入による生産プロセス強化 三条信用金庫　本店

15210462 高橋ニット株式会社
超編目の細かいエレガントで最も美しいニット製品の開発と
販路開拓事業

北越銀行　五泉支店

15210466 株式会社ケイヒン
バルブ構造部品の一体化設計による医療・食品工場におけ
る配管バルブ作動不良の改善

にいがた産業創造機構

15210467 長谷川酒造株式会社
サーマルタンク増設による搾りたて風味そのままの生酒の
通年提供

北越銀行　宮内支店

15210468 株式会社吉崎製作所
自動車部品の高精度化・短納期化に対応する為の技術開
発

第四銀行　西川支店

15210473 株式会社直江津油脂 新商品開発に係る急冷凍と省エネルギー実現化事業計画 大光銀行　直江津支店

15210474 株式会社環境科学
短納期、多品種小ロットに対応した入浴剤包材開発と充填
包装システムの導入

第四銀行　平島支店

15210475 株式会社マシンプロセスィング
石油・天然ガスプラント向けバルブ・ポンプ鋳造品の精密切
削加工技術の確立

北越銀行　燕支店

15210477 株式会社渡辺工作所
プレス打ち抜き金型の精度向上によるコスト低減と製品精
度向上の実現

三条信用金庫　保内支店

15210479 株式会社中央製版
打抜・窓貼工程における短納期対応力および小ロット対応
力の強化

大光銀行　三条支店

15210480 ライン精工有限会社
新規設備導入による多品種少量短納期生産対応と試作開
発強化による事業強化

大光銀行　新保支店

15210482 有限会社井出計器 自動機・ロボット対応型電動ドライバーの開発 青海町商工会

15210485 株式会社セキヤ
小ロット・短納期、及び高精度要求に対応するプレス加工体
制の構築

三条信用金庫　燕支店

15210486 株式会社長岡金型 高強度厚肉樹脂成形品の自動生産システムの開発 第四銀行　長岡西支店

15210487 新潟精密鋳造株式会社 耐蝕耐熱鋳造合金とガラス質材との複合素材品の開発 新潟大栄信用組合

15210490 有限会社ランドマーク
スチールドアの板金加工における24時間無人対応の自動
化ラインの開発

第四銀行　亀田駅前支店

15210492 オヂヤセイキ株式会社
CNCねじ研削盤の導入による特殊ねじゲージの工数削減に
よる短納期化

新潟県信用組合　小千谷支
店

15210493 株式会社タケコシ
抗菌ステンレスの新規加工法およびそれに伴う新製品の開
発

協栄信用組合　南支店

15210494 新井工業株式会社
熱間鍛造工法を生かした改善活動による製造原価低減プラ
ン

にいがた産業創造機構

15210497 株式会社加藤製作所
小口化・短納期化により競争力強化を実現するためのバー
コード生産管理システム導入

第四銀行　小須戸支店

15210498 星野金型株式会社 電力送電機器カバー成形用絞り金型の試作開発 第四銀行　燕支店

15210499 株式会社田中鉄工所
「ガイドポストの高精度切削の確立と建設機械部品の試作
対応力強化」

第四銀行　分水支店

15210500 株式会社星野製作所
「LNG等陸揚げ装置の基幹部品の高精度曲げ加工技術の
確立」

北越銀行　新町支店

15210507 ヒムエレクトロ株式会社
ニッチ分野特化型　自動供給装置付き竹燃料ロケットストー
ブの試作開発

北越銀行　小千谷支店

15210509 株式会社フーゲツ
段ボールパレットの接着プレス装置開発による量産技術の
確立

北越銀行　片貝支店

15210511 協和シール工業株式会社
切断精度・作業効率向上のための超音波カッター搭載ゴム
切断機の開発・導入

第四銀行　新崎支店

15210512 株式会社青柳
新商品開発のための、高度な再現性を備えた染料調合シス
テム導入による染色工程管理の効率化

にいがた産業創造機構

15210515 有限会社日承テクニカル 高機能機械を利用した直線運動用レールの試作品開発 関根朝秋税理士事務所

15210516 サンメタル工業株式会社
地球環境および周辺環境に充分配慮した環境共生型の一
貫生産板金加工のワンストップ化の実現

第四銀行　高田営業部
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15210517 有限会社小林鐵工所
大口径長尺合金の内径テーパー加工の自動化による小口
短納期対応体制構築事業

西村会計事務所

15210520 株式会社エレックス新潟
3次元 CAD/CAMシステムと、表面を傷つけない糸面取りシ
ステムの開発

第四銀行　分水支店

15210524 株式会社サッシサービスセンター
多品種・小ロット・短サイクル化に適応するアルミサッシ形材
加工システムの構築

北越銀行　神田支店

15210526 杉山金属株式会社
高熱効率鍋｢エコライン｣の普及を促進する低価格モデルの
開発

第四銀行　燕支店

15210528 アイテックス株式会社
3次元CAD導入による提案型開発プロセスの構築、自動機
導入による生産性の向上

大光銀行　吉田支店

15210529 株式会社マイクロビジョン
現場に1台！加工精度向上のための三次元形状測定装置
の開発

にいがた産業創造機構

15210530 共栄電工株式会社 特殊研磨工法の高度化と品質保証データ作成の迅速化 第四銀行　高田営業部

15210531 有限会社倉茂プレス金型製作所
成形シミュレーションソフト及びマシニング導入による3次元
加工の開発及び製品化

新潟県信用組合　三条支店

15210536 有限会社宮川工業 雪崩・落石防護柵の簡易加工機の開発 青海町商工会

15210537 株式会社浅田精機
高精度部品加工の短納期化・コストダウンによる競争力強
化のための新生産管理システム導入

北越銀行　片貝支店

15210538 有限会社フィロソフィー
次世代型ヘッドアップディスプレイに対応した超精密光学部
品製造技術の開発

第四銀行　柏崎南支店

15210541 ウルシヤマ金属工業株式会社
アルミキャスト製品の鋳造技術高度化による生産プロセス
向上で製品競争力強化

巻商工会

15210543 株式会社栗山百造
中・大規模木造建築木質ラーメン構造用の規格接合金物の
開発

第四銀行　三条東支店

15210544 有限会社斎藤精機
新興国向製品の高品質・低コストなものづくり生産システム
の構築

新潟信用金庫

15210546 株式会社タカトニット
ワイドゲージニッテング機導入による高度化、新商品試作開
発事業

第四銀行　五泉支店

15210549 株式会社NSPM
特殊形状硝子等の仕上げ加工に対応する高品質・高付加
価値な加工プロセスの開発

大光銀行　豊栄支店

15210551 株式会社第一測範製作所
マンモグラフィの作動音と振動を50%低減するボールねじの
開発

北越銀行　小千谷支店

15210553 セキ技研株式会社
高速で安定稼働が可能な小型電子部品組立装置用搬送技
術の確立

商工組合中央金庫　長岡支
店

15210556 合同会社新コスモ 冷凍しても食品の品質を保てる液体凍結機の小型化事業。 江口経営センター

15210557 有限会社石坂工業
既存設備のNC機化による低価格でコンパクトなボールねじ
の開発計画

北越銀行　小千谷支店

15210558 株式会社ソリマチ技研
POS決済システム向け国際セキュリティ基準に準拠したアプ
リケーション開発

第四銀行　長岡営業部

15210562 株式会社向陽製作所
評定取得住宅基礎ユニット鉄筋の普及を図るための全自動
丸鋼切断機の新設導入

中小企業診断士

15210567 株式会社丸菱電子
航空機産業への参入にあたっての工程管理システムの開
発

北越銀行　江陽支店

15210571 ニイガタ製販株式会社
デジタル電動サーボプレス機導入による太陽光パネル取付
金具等の競争力の強化

第四銀行　三条北支店

15210574 株式会社長岡歯車製作所 高精度スパイラルベベルギヤの製造技術の高度化 北越銀行　本店営業部

15210578 株式会社徳利
デュアルサーボドライブプレスブレーキによる内燃機配管部
品の生産性向上と高精度化による生産システム開発

第四銀行　大潟支店

15210581 株式会社シンテック ワイヤ放電加工によるバルブボディー加工治具の試作開発 大光銀行　新潟駅前支店

15210582 株式会社和田製作所 排気ガスのエネルギー化装置部品の試作開発 あさひ税理士法人

15210583 株式会社アズコーティング
塗装の洗浄ライン設備導入（改善）による品質向上と作業効
率化による受注拡大の実現

三条信用金庫　保内支店

15210584 有限会社幸和工業
精密メスネジ加工技術確立によるマイクロ面取り測定器の
試作開発

第四銀行　柏崎支店

15210588 株式会社三雄工芸
3Dプリンター造型機導入とダイレクト鋳造の実現による精密
鋳造品の開発

江口経営センター

15210592 株式会社三尾プレシジョン
油圧シリンダー部品「ピストンロット」の二分割加工から一体
加工への挑戦

北越銀行　津南支店
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15210593 株式会社柴山機械
高性能立形マシニングセンタ導入による新分野受注拡大事
業

協栄信用組合　中央通支店

15210599 パールライト工業株式会社
スターリングエンジンの吸熱装置の組み立てに手動タイプ
レーザ溶接機の導入

第四銀行　吉田支店

15210601 有限会社笠原パーツ工業
角のある形状を作るための絞りによるプレス金型の試作開
発

大潟商工会

15210603 藤木鉄工株式会社
大型自動ブラストマシンの導入による塗装の生産プロセス
強化

第四銀行　本店営業部

15210604 株式会社アスコーテック
特性インピーダンスコントロール要求への対応と顧客の獲
得

高崎総合コンサルタンツ

15210606 旭金属工業株式会社
遊星歯車機構を利用した小型・軽量な手動型大出力倍力レ
ンチの試作開発

三条信用金庫　吉田支店

15210607 株式会社清和モールド マグネットチャックを使用した金型製作の大幅な時間短縮化 新潟大栄信用組合

15210609 株式会社田辺金具 自動真空マシン設備導入による品質・生産性の向上 北越銀行燕支店

15210610 株式会社布施鉄工所
高性能精密中空形状加工旋盤設備を活用した特殊加工技
術の向上

八十二銀行　直江津支店

15210612 株式会社アンドウ 新素材の高付加価値加工体制の構築に向けたチャレンジ 北越銀行　新町支店

15210615 渡辺刃物製作所 密閉炉による鍛接、熱処理、圧着技術の開発 水落一文税理士事務所

15210618 日本ベアリング株式会社
直線往復運動製品群におけるミニチュアガイドのコストダウ
ンと新規試作開発

第四銀行　小千谷支店

15210619 第一食品株式会社
自社オリジナル果肉入りアイスクリームの製造に伴う設備の
導入

江口経営センター

15210620 ウエカツエンジニアリング株式会社 高速加工技術とバリレス加工技術の確立 北越銀行　高田支店

15210621 株式会社加藤研削工業
「不等ピッチメタルソーの製造及び再研削ｻｰﾋﾞｽの小口短納
期対応の実現」

新潟信用金庫

15210622 株式会社羽生田製作所
医療機器の試作開発時間及び小ロット製品の製造時間短
縮の実現

第四銀行　加茂支店

15210623 株式会社オダジマ 「デジタル電動サーボプレス機」導入による新商品事業 北越銀行　燕支店

15210626 サンアロー化成株式会社
3次元曲面を有する製品に適用可能なタッチセンサ付外観
部品の開発

新潟県信用組合　畑野支店

15210628 古川機工株式会社
パン類・菓子類に於ける焼成食品等の天板プレートからの
新移載方法の開発

北越銀行　宮内支店

15210629 有限会社小林鐵工所
パレットチェンジ搭載マシニングセンター導入によるエアー
ニッパーの試作開発

三条信用組合　南支店

15210633 株式会社斎鐡
表面処理鋼板を安定してスポット溶接結合する量産化技術
確立と市場の拡大

第四銀行　三条支店

15210635 株式会社丸勝 炭素繊維織物の熱可塑性樹脂ラミネートシートの開発 第四銀行　加茂支店

15210636 株式会社津南油圧 ナローミグで熔接作業の効率化とコスト低減に挑戦 北越銀行　津南支店

15210637 有限会社田辺工業 通信機器向け超高精度・高安定SCカット水晶ウェハ開発
第四銀行　エリア取引中旗
店333白根店

15210639 有限会社平原製作所 厚板高精度加工化のためのレーザー加工機の導入 第四銀行　分水支店

15210640 ササゲ工業株式会社
海外市場開拓　新たな「SAKE」「器」のブランディング開発プ
ロジェクト

第四銀行　燕支店

15210641 株式会社初台製作所
蛍光ランプ用R17d口金製造に於ける、バリ取工程、カシメ工
程(中国生産)の自社工場内製化

城北信用金庫　足立支店

15210642 佐野合成株式会社
大規模植物工場用プラスチック容器類のハイサイクル成形
による生産能力の強化と品質確保の確立に向けた開発

第四銀行　三条東支店

15210643 中村精工株式会社 女性の感性を活かした医療滅菌箱等の開発 三条信用金庫　本店

15210644 栃尾ニット株式会社
高級健康肌着用編地の絶滅を防ぎ未来に繋げる為に　機
能糸の改良、編機改造による生産プロセスの再構築

第四銀行　栃尾支店

15210646 ダイトゴム株式会社
自動車用ゴム部品試作開発のワンストップ化による顧客へ
の短納期回答

東和銀行　桶川支店

15210649 飯塚精工株式会社
バリ､バスター計画【バリ・・金属加工において主に切断面に
発生するノコギリ状の鋭いエッジ】

第四銀行　燕南支店
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15210650 吉新織物有限会社
小千谷縮、上布の原材料の糊付加工機を導入した多彩な
糸製造

北越銀行　小千谷支店

15210651 株式会社内山熔接工業 次世代エネルギー・省エネルギー分野における受注拡大 第四銀行　燕支店

15210653 株式会社田辺製作所
最先端水晶振動子向け超低消費電力32.768KHz水晶ブラン
ク開発

第四銀行　エリア取引中旗
店333白根店

15210656 関川鋼板株式会社
海外製品との価格競争強化の為の複合自動カシメ機導入と
当社独自性を活かしたオリジナル商品の開発

北越銀行　燕支店

15210658 株式会社パルメソ
世界初　MSE試験の普及を目指した受託試験サービスの拡
大

山田一光税理士事務所

15210659 株式会社佐文工業所 眼科用手術用器具の開発 第四銀行　亀田支店

15210660 株式会社ケーワンクリエート
「無線式音声ナースコール(電話連動型)システム」の機能向
上開発

長岡商工会議所

15210661 株式会社栄工舎
生産管理情報システムの導入により、大幅な短納期化や他
のサービス向上を目指す。

第四銀行　小出支店

15210662 有限会社ミッド デザイナーズテーブルの開発でシリーズ商品の強化を狙う 三条信用金庫　大崎支店

15210663 有限会社吉武鉄工所
NC外周加工機導入によるリング状材料の外周加工高精度
化及び生産性向上

第四銀行　柏崎支店

15210664 株式会社和商
「十日町からむし」素材を利用したクールビズシャツの縫製
加工体制の確立

新潟県商工会連合会

15210666 米山工業株式会社
「3Dプリンターを活用した精度確認用検査治具の作製方法
の確立」

三条信用金庫　塚野目支店

15210668 新潟精機株式会社
日本で2社しか製造していない製品である「ピンゲージ」の加
工方法改善によるコスト削減

三条信用金庫　一ノ木戸支
店

15210669 山田精工株式会社 次世代型スマホ・タブレット向け高精度成形品の試作開発 第四銀行　小出支店

15210671 株式会社タカハシキカイ
コストパフォーマンスに優れたワーク搬送ロボット付全自動2
頭式旋盤の開発

第四銀行　小千谷支店

15210673 株式会社エビス 海外仕様の気泡管作成と気泡管・基準線の自動印刷ライン 第四銀行　燕支店

15210674 株式会社本間製作所 角型容器のスピニング加工による高付加価値化 第四銀行　燕支店

15210679 シマト工業株式会社
表面処理ラインの効率化に向けた生産システムの再構築お
よび治具の試作・開発

第四銀行　三条支店

15210680 株式会社MPT
アルミ箔基材を用いた超低消費電力型極薄フレキシブル
ヒーターの開発と製造

山本　敏彦

15210681 株式会社フジレメック 5軸制御マシニングセンタ導入 三条信用金庫　東支店

15210685 有限会社ナジラーテ 超小型サイネージ機器用ファームウエアの開発
税理士法人スバル合同会
計

15210688 有限会社コアテックニイガタ 残留塩素除去と溶存酸素増加装置の小型汎用機の開発 第四銀行　柏崎支店

15210692 有限会社上原製麺所 金型成形技術を活用した一口麺の挑戦開発事業 杉田徳孝税理士事務所

15210695 有限会社坂井金型製作所 高精度、高品質測定による鍛造金型作製の新しい効果 北越銀行　三条支店

15210696 有限会社マルフジ剣山製作所 繰り返し使える花留め具の量産自動化設備の開発 第四銀行　燕支店

15210700 株式会社サンシン
特殊テープ方式によるインライン型セル板表面クリーナー装
置の試作開発

北越銀行　宮内支店

15210703 株式会社サイシン 高速高精度加工技術の応用による難削材加工の短納期化 加茂信用金庫　村松支店

15210705 株式会社プロテックエンジニアリング
ワイヤロープ製品の内製化による品質の向上を目指した斜
面防災製品の試作及び製品化

第四銀行　出来島支店

15210706 株式会社外山刃物 「ヨーロッパ向け果樹剪定用電動はさみの試作開発」 大光銀行　三条支店

15210709 協立工業株式会社
CFRTP（炭素繊維熱可塑性複合材料）の低コストプリプレグ
とプレス成形技術の開発

三条信用金庫　燕西支店

15210710 有限会社新潟大成
プラスチック部品の成形不良を防ぐ「ウェルドレス金型」の試
作開発

塩沢信用組合

15210711 株式会社結 「　トップスイマー用　競泳トレーニングマシンの開発　」 にいがた産業創造機構

- 4 -



15210713 株式会社フクエ精機
NC平面研削盤導入による高精度曲面精密バネ金型の試作
開発

北越銀行　柏崎南支店

15210715 株式会社日研工作
3D　CAE導入による金型製作のコストダウン及び短納期化
の実現と受注先への提案力強化についての導入事業計画

上越信用金庫

15210719 株式会社酒井鉄工所
自動車機能部品の加工における工程集約化と量産化生産
技術の研究

第四銀行　柏崎南支店

15210720 有限会社長沢熔接
新型ロボットによる高度な溶接法の確立・信頼・品質安定向
上

三条信用金庫　島田店

15210725 シンワ測定株式会社 高齢化する磨き職人の技を、ロボットを使って継承 県央税理士法人

15210727 有限会社霜龍器物
スポット溶接機ハイマックスの導入によるフッ素加工製品の
溶接

吉田商工会

15210728 宮本警報器株式会社
自動車用ホーンの音圧ＵＰ品の開発及び低コスト化・量産化
のための半自動化生産ラインの確立

東日本銀行　平井支店

15210730 株式会社和田助製作所
力覚センサー付きバフ研磨機の開発による金属器物の研磨
技術の高度化

第四銀行　燕支店

15210737 タカハシダイカスト株式会社 薄肉胴長形状のダイカスト製品の開発 第四銀行　三条東支店

15210742 バンブートライ株式会社
車載メーターヘッドアップディスプレイに使用する肉厚レンズ
の成形条件の試作開発

第四銀行　柏崎南支店

15210743 三宝産業株式会社 レーザー溶接機の導入によるステンレス器物の高品位化 北越銀行　県央つばめ支店

15210744 有限会社エムアイ技研
「 金型設計・試作一体化による海外市場等への提案型供給
強化事業 」

税理士法人ツチダ会計

15210745 株式会社トーエイ
製缶・筺体等の生産プロセスにおける機械加工部門の強化
と生産性向上

北越銀行　新町支店

15210746 田上化工株式会社
プラスチック射出成形の短納期化を実現する生産管理シス
テムの構築

第四銀行　三条東支店

15210748 有限会社ユー・アイ工業
工程数を減らし、より高気密で安全性が高い新型ガスコック
の試作

大潟商工会

15210751 株式会社犀潟鉄工所
熱交換機用配管材の軽量化、高機能化を目的としたアルミ
ニウム精密異形管の開発

第四銀行　直江津支店

15210753 株式会社常盤製作所 耐摩耗性強化型クラッチドラムの試作開発 横浜銀行　鎌倉支店

15210757 山﨑醸造株式会社 米こうじを使用した新規甘味調味料の開発 小宮会計事務所

15210761 有限会社テクノプレート マシニングセンターによる新生産システムの構築 三条信用金庫　塚野目支店

15210762 株式会社エトーメッシュ
異形線を用いた野球審判用及び捕手用の頭部保護マスク
の開発

協栄信用組合　南吉田支店

15210764 株式会社セキネ 3Dプリンタ導入による新規事業への参入 第四銀行　直江津支店

15210766 ナカヤマ紙工株式会社
紙器の打抜き技術を標準化し、地域の印刷・紙器加工・デ
ザイン・防災関連業界に貢献する

第四銀行　燕支店

15210768 新潟中央水産市場株式会社
新潟特産の魚及び未利用雑魚等を使用した魚醤油の効率
的生産と、この魚醤油を利用する水産加工品の開発

石田経理事務所

15210769 マッシュトレーディング株式会社
量産型発酵ミキサーの導入と生産工程の改善による「茸栽
培用菌床の高効率・低コスト生産」の実現

内藤安税理士事務所

15210771 アドバンエンジ株式会社 流体解析を用いた新型焼成炉の開発 富岡清嗣事務所

15210775 株式会社天朝閣
新潟県産コシヒカリを使用しビール発酵技術を活用したクラ
フトビール製造販売の拡大化

あさひ税理士法人

15210776 熊倉シャーリング有限会社
ユニットハウスフレームの短納期化による全工程内製化の
実現

第四銀行　燕南支店

15210777 越後製菓株式会社
-22℃までの低温域における生体材料の保存に特化した高
圧装置の開発

にいがた産業創造機構

15210778 株式会社玉川堂 銅ヘラ絞り技法を活かした銅製ワイングラス開発事業 第四銀行　燕支店

15210779 株式会社ニシヒロ
介護用リラクゼ－ション入浴装置の、板金接合技術改革に
よる開発・試作

三条信用金庫　巻支店

15210781 株式会社大泉物産
3Dプリンターとステンレス加工技術を合わせ、臓器外科手術
器具を試作開発

第四銀行　燕支店

15210784 昭栄印刷株式会社 速乾印刷技術の確立による出版印刷物の短納期化 高崎総合コンサルタンツ
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