
１　創業準備補助事業（個人枠）

澁谷毅 平野新二 森谷幸嗣 久保田健司

　　創業準備補助事業（企業内ベンチャー枠）

No 企業名

1 (株)渡産業

2 (株)百花園

3 (有)ティーアールエー

4 (株)バウハウス

２    食のマーケットイン支援事業（未来の新潟の「食」ブランド枠）　

No 企業名

1 (株)ウオショク

     食のマーケットイン支援事業（コラボ開発枠）　

No 企業名

1 マルタ食品(株)

2 つよしファーム

3 新潟中央水産市場(株)

4 (有)キッツェミサ

　　食のマーケットイン支援事業（一般枠）　

No 企業名

1 (有)田宮商店

2 (株)給材

3 (有)広峰

4 (有)ハトヤ食品

5 新潟麦酒(株)

6 (株)新郷屋

     食のマーケットイン支援事業（６次産業化枠）　

No 企業名

1 (有)中山食茸

2 ロイアルヒルーホルスタインズ

3 (株)滋味風土にいがた

4 ひかり畑

３　食の域内取引支援事業（市内食品卸売業者主催商談会）

㈱新郷屋 丸榮製粉㈱

㈱港製菓 ㈲関食

新潟県観光物産㈱ ㈱越後伝衛門

㈱給材

支援商品

支援商品

中山さん🏠のおおきな舞茸をいっぱい使った舞茸五目ごはんの素

ロイアルヒル－ホルスタインズ『この娘たちの』シリーズ

ラク炊き浸漬米　新潟コシヒカリ

自然栽培梅農家が贈る梅づくし　ＵＭＥＢＯＳＨＩ

平成２７年度新潟ＩＰＣ財団主な支援企業一覧

べにほ

新潟海鮮せんべいシリーズ

支援商品

米フィン

高井一平

支援商品

豚背脂カット原料

おうちで学校給食シリーズ

さばジャジャーン

新潟茶豆八箇伝

越後米豚（仮）

まんま漬け

支援事業

高級車・スポーツカーに特化したレンタカー事業

和菓子のケータリング事業

小さな子供をもつ父母向けのフリーペーパー「こどもライフ」の発行事業

障がい者が描いた絵画のリース事業

アスラックス

越後もちもち鯛焼き

和泉果樹園 

㈱小針水産 

㈱味里 

㈱花穂 



４　域外販路開拓支援事業（フーデックスジャパン2016共同出展事業）

笹祝酒造(株) Ｐ．Ｋ．Ｃ＋パクチープラス (株)ライフプロモート

三旺食品（資） マルシン食品(株)

(株)鈴木コーヒー (株)港製菓

(株)高井商店 山崎醸造(株)　新潟営業所

　　域外販路開拓支援事業（東京インターナショナル・ギフト・ショー春2016共同出展事業）

新潟漆器(株) (株)朝倉家具 (株)ＷＰＰＣ

５　ものづくり新販路開拓補助事業

No 企業名

1 (株)朝倉家具

2 (株)しおかぜ技研

3 (株)満日製作所

4 小池ろうそく店

5 (同)アレコレ

6 (株)ビックフォール

7 野崎印刷(株)

8 トレド

9 (有)エフディ－

10 ＹＳＥＣ(株)

11 (株)新潟活版所

12 北陸重機工業(株)

13 (株)三松製作所

14 サンエスエンジニアリング(株)

15 (株)Ａ－ＴＲＡＤ

16 香り工房MOON DROPS 

17 (株)テクノスコープ

18 (株)ＧｉＨ

19 P．K．C+パクチープラス

20 (同)あおぞら

販売促進用パンフレット及びホームページ作成による、経営の安定化と利益向上の実現

補助内容

(株)ウオショク

(株)大阪屋

(株)小針水産

(株)大橋洋食器

(株)越後伝衛門

Specialmix商品販路拡大プロジェクト

鏡面加工品（LEDライト用・工学用レンズ金型）の販路開拓

精油ブレンドオイル製造と芳香器販売事業開始に向けたサンプル・ロゴ・パンフ製作等

産業用デジタルカメラ向けUSB3.0自社製品新販路開拓

フォトアルバム販売サービス提供代理店募集

再生医療用器具の販売促進のためのPR資料製作

佐渡弁番付手ぬぐい

機関車及びトロッコ列車販売促進事業

新販路開拓および自社加工技術向上のための会社パンフレット作成

「新・洗浄＋コーティングシステム」で販路拡大

ミュージアムショップオリジナル商品の再ブランディングと土産品ルートの開拓

宿泊・飲食業界向けオリジナル作務衣作成における商標登録・カタログ・生地帳作成案

自社商品アピールによる新規顧客獲得のための「情報発信・自社Webサイト」構築

マンション・戸建てオーダー壁面収納PR・広告戦略事業

FD STYLE商品カタログ

ホームページ新設による「桐たんす」・「桐小物家具」の販路開拓事業

産業用LED照明のカタログ製作による販路開拓

「ありがとうろうそく」をはじめとする「ありがとう商品（シリーズ）」の新販路開拓

亀田縞ストーリーブック（カタログ）と製品サンプルの製作



６　見本市出展補助事業

No 企業名

1 (株)防災生活研究会

2 (有)ユニーク

3 (株)ウィビコム

4 SHIKIEN(株)

5 September25 Art Studio

6 More fun（同）

7 金井度量衡(株)

8 (株)峰村商店

9 (有)COM空間設計

10 (株)光

11 (有)新潟森林農園

12 (株)あさひ総研

13 （同）アレコレ

14 (株)大橋洋食器

15 (有)カスタムセレクト

16 ダイゴコーギョー(株)

17 新潟漆器(株)

18 (株)ＢＬＯＷ

19 (株)ライフプロモート

20 (有)エスケイプラン

21 小池ろうそく店

22 (株)鈴木コーヒー

23 (株)当世館

24 (株)港製菓

25 (株)ツバサ交易インターナショナル

26 (株)アドハウスパブリック

27 竹井機器工業(株)

７　技術開発補助事業（一般枠）

No 企業名

1 アドバンエンジ(株)

2 (株)オスカー技研

3 ジェイベック(株)

4 新潟メタリコン工業(株)

　　技術開発補助事業（競争的資金獲得枠）

No 企業名

1 (株)ＷＥＬＣＯＮ

補助内容

超薄型ベーパーチャンバー内製化および新構造仕様開発

地方銀行フードセレクション2015 東京ビッグサイト

第17回　アムール地域間　商工業見本市2015 ロシア連邦ハバロフスク市

JAPAN　SALONE イタリア　ミラノ

2015秋季大韓人間工学会 韓国

エンディング産業展 東京ビッグサイト

第52回　インターナショナル　プレミアム・インセンティブショー　秋2015 サンシャインシティ

東京ビッグサイト

第81回　東京インターナショナル・ギフトショー　春2016 東京ビッグサイト

ＴＲＣ東京流通センター

ベイホテル東急

TOLOT/heuristic SHINONOME

第39回　2015日本ホビーショー

JAPAN DIY HOMECENTER SHOW2015

第1回　国際ドローン展

第18回　東京グルメ＆ダイニングスタイルショー秋2015

第60回　日本透析医学会学術集会・総会

第1回　国際ドローン展

ワイヤレスジャパン2015

第10回　高齢者住宅フェア2015 in 東京

イベントJAPAN2016 東京ビッグサイト

カーボンブラック2015　アジア太平洋国際会議

ててて見本市2016

幕張メッセ

東京ビックサイト

東京ビックサイト

東京ビックサイト

幕張メッセ

幕張メッセ

東京ビックサイト

パシフィコ横浜

パシフィコ横浜

第9回　オフィス防災EXPO 東京ビックサイト

第44回　国際ホテル・レストランショー 東京ビッグサイト

見本市名 会場

お台場キャンピングカーフェア2015 お台場野外特設会場

第2回　介護用品展/介護施設産業展/介護施設ソリューション展　CareTEX2016 東京ビッグサイト

第44回　国際ホテル・レストランショー 東京ビッグサイト

オーダーグッズ・ビジネスショー2015 サンシャインシティ

第8回　メディケアフーズ展2016

補助内容

新複合材料を用いた含水デブリの安定化処理技術の開発

5軸加工機の精度測定と自動補正値入力

高断熱高気密住宅用気密材の性能測定研究技術の開発

航空機部品向けの海外規格に準拠したZn-Ni合金めっき技術の開発

第20回　日本緩和医療学会学術大会

「食の魅力」発見商談会2015



８　試作品チャレンジ補助事業

No 企業名

1 (株)アイビーシステム

2 (有)拓晶土木

3 (株)ＮＳＰＭ

4 岩崎金網工業(株)

5 (株)Ａ－ＴＲＡＤ

6 (株)テクノスコープ

7 (有)一黒屋

8 (株)ダイシン製作所

9 はんこ新潟　中央店

10 (株)第一印刷所

11 (株)マキトー・コンフォート

12 (株)しおかぜ技研

13 (株)青海製作所

14 (株)レリエンスメディカル

15 (株)ウエルマン

16 (有)エフディー

17 (株)アドハウスパブリック

18 (株)ルクス・エナジー

９　消費者モニター調査支援事業

(株)新潟活版所 トレド 香り工房MOON DROPS

10　戦略的基盤技術高度化支援事業

YSEC(株) (有)小林製作所 (有)田辺塗工所タンレイ工業(株)

補助内容

無線型ナースコールボタンの試作

薪以外の各種バイオマス燃料が使えるストーブの開発

高硬度脆性材料の意匠付加用サンプル

バーベキュー上級者向けグリル網

磨きレス鏡面加工の切削・研削加工の試作品

産業用デジタルカメラ向けUSB3.0インターフェース　ハブユニット

はんこ新潟　中央店

掛け時計

日本の台所復興カトラリー・調理器具

360°全天球型カメラ用小型高輝度LED照明の試作開発

男性向け秋冬オーダー作務衣、女性向けオーダー作務衣の試作

折りたたみ型ゴミステーションボックスリニューアル試作品開発事業

高級漆塗り印材

にいがたもよう研究所　商品化試作

人体脳模型成人男女平均脳重1300ｇ

新規LEDを使用した、作業や検査用の手元照明

チタンチェスのパッケージデザインの試作

乳がん患者さんの生活の質向上を目指した人工乳房の試作製作

アダムス拡径ビット318W


