
- 所要時間（目安）-

交通アクセス

■電車でお越しの方

■バスでお越しの方

JR新潟駅万代口(北口)を出て、徒歩約25分

古町バス停を下車し、徒歩1分

■お車でお越しの方 新潟駅より約10分・桜木インターより約20分

※当センターに専用駐車場はございません。周辺駐車場をご利用ください。

１ ビジネス総合相談窓口

新潟ＩＰＣ財団公式 https://www.facebook.com/niigata.ipc

セミナーやイベントの情報が満載 お願いします！

ビジネスを成功に導く

『３つの 』鍵

１

補助金・支援事業３

ビジネスセミナー２

公益財団法人新潟市産業振興財団（新潟IPC財団）は皆様のビジネスを全力でサポートします

※窓口相談利用の場合に限り、市営西堀地下駐車場が1時間無料となります。

■所在地 新潟市中央区西堀通6番町866番地 NEXT21 12階（ＩＰＣビジネス支援センター隣り）

様々なシチュエーションに合わせたスペース利用をご提案します

ＩＰＣビジネススクエアは、様々なビジネスシーンに利用できる貸会議室です。

施設概要

■利用料 ①午前（ 9:00～12:30）： 6,100円（税込）
②午後（13:00～17:30）： 7,800円（税込）
③全日（ 9:00～17:30）：14,800円（税込）

■利用目的 ビジネスに関する会議、研修会、説明会、セミナー、ワークショップ、交流会など

■利用日時 平日（祝日・年末年始除く）の午前9時から午後5時30分まで

■附属設備 1人掛け机・椅子 20セット（20席分）
2人掛け机・椅子 10セット（20席分）
固定式プロジェクター、壁面スクリーン
マイク設備（有線１本、ワイヤレス１本）
ホワイトボード 他

■申込方法 使用する日の3ヶ月前から申し込み可能です。
まずはお電話にてお問合せください。

財団概要

正式名称（通称） 公益財団法人新潟市産業振興財団（新潟ＩＰＣ財団）

理 事 長 濱田 栄治

所 在 地 〒951-8126 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 新潟市役所産業政策課内

設立年月 1991年（平成3年）11月11日

目 的 新潟市及びその近隣市町村の中小企業等に対し、販路拡大や市場開拓、新製品・
新技術に係る研究・開発、人材の確保・育成、経営基盤の強化等を総合的に支援
することにより、地域産業の振興と活性化を図り、もって活力ある地域経済社会
の構築並びに地域住民の生活の向上及び福祉の増大に寄与すること

事業内容 ・中小企業支援
・航空機産業集積
・中国との経済、科学技術交流促進

事 業 所 ・ビジネス支援センター
・地域イノベーション推進センター （新潟市南区北田中497-9）
・北京事務所 （北京市朝陽区建国門外大街26号 長富宮弁公楼2014室）

沿 革 平成 3年11月 財団法人新潟インダストリアルプロモーションセンター設立
平成19年 4月 北京事務所開設
平成22年 7月 ビジネス支援センター開設
平成23年11月 公益財団法人に移行、名称を新潟市産業振興財団に改める
平成27年 5月 ＩＰＣビジネススクエア開設
平成27年 7月 地域イノベーション推進センター開設

本パンフレットに関するお問合せ

公益財団法人新潟市産業振興財団 ビジネス支援センター
TEL：025-226-0550 FAX：025-226-0555
E-mail：info@niigata-ipc.or.jp  URL:http://niigata-ipc.or.jp

原 利昭 ものづくり技術コーディネーター （新潟大学名誉教授）

得意分野 ・ものづくりに関わる技術全般
特に、医療分野新進出、医療機器の開発、実際の製品化等

・ユニバーサルデザインの製品やシステム化への応用

コメント ものづくり分野での様々な課題、知財戦略、“産学官金院”等の連携、プロジェ
クト申請等に関わるご相談を中心にご対応申し上げます。誠実で懇切丁寧な対応
を何よりも大切にいたします。

江川 和徳 食の技術コーディネーター
（元 新潟県農業総合研究所

食品研究センター長）

得意分野 ・食品加工全般（原料洗浄、混合、発酵、粉砕、加熱、乾燥、焼成など）
・施設の衛生管理 ・食品の検査分析、評価技術
・新規食品開発、既存製品の商品力向上提案

コメント ここが違うを訴求すると原料に行きつきます。
原料の選別、貯蔵、洗浄等の一次処理技術をノウハウにしたい方や、製品の日持
ちに不安のある方など、是非ご相談ください。

百合岡 雅博 統括プロジェクトマネージャー

得意分野 ・創業、新規事業立ち上げ
・マーケティング全般（とくに営業分野）
・経営戦略立案 ・IT戦略企画

コメント 課題の解決やビジネスの成功に一番の近道は、ビジネスの基本を忠実に守り、コ
ツコツと地道に積み重ねていくことだと考えています。皆様と想いを共有し、一
緒に考え、行動することで、課題の解決に貢献していきたいと思います。

春川 英広 プロジェクトマネージャー

得意分野 ・創業、新規事業立ち上げ
・事業計画、損益、資金繰り計画の策定
・補助金、融資等の資金調達

コメント 創業、新規事業の立ち上げサポートを得意としています。
創業しようか迷っている方、何から手をつけてよいかわからない方も大歓迎。お
客様のペースに合わせ、時間をかけてじっくりお手伝いいたします！

椎葉 彰典 食の技術コーディネーター

得意分野 ・食品企画、開発 ・食品加工全般
・冷凍加工技術 ・食品衛生・品質管理・工程管理

コメント 食品加工事業者様の検討課題の抽出をサポートし、その解決策をご提案いたしま
す。また、伝統野菜や果樹、規格外品や未利用魚などの未利用食材の活用もテー
マに活動しています。



ビジネス総合相談窓口

【開設日】

「何から手を付ければ良いかわからない」、「なかなか良いアイディアが浮かばない」等、漠然とした
お悩みをお持ちの方は、ぜひＩＰＣの相談窓口をご利用ください。お悩みが解決するまで、じっくり時
間をかけてサポートします。
忙しくて窓口にお越しいただけないという方には、メールや電話による対応のほか、訪問相談も行って
います。これらの相談は何度ご利用いただいても、もちろん「無料」です。しっかり成果が得られるま
で思う存分ご活用ください！

利用者の主な相談内容

「事業計画の検討、作成」「販路開拓、販売促進」
「商品開発、技術開発」「資金調達」「人材育成」
「海外進出」など

１人あたり平均 2.8 回

※平成２８年度データ

利用者のリピート回数

窓口相談

ＩＰＣビジネス支援センターにお越しいただき、１回につき１時間以内で、当財団の専門スタッフが
相談に応じます。
窓口相談は事前予約制です。以下の開設日・時間帯を参考に、お電話にて希望をお伝えください。

月～金曜日（祝日・年末年始は除く）

【時間帯】 ①9：00～10：00 ②10：30～11：30 ③13：30～14：30 ④ 15：00～16：00

インターネット相談

当財団ホームページの「お問合せフォーム」を利用する相談方法です。メッセージ確認後から原則と
して５営業日以内に、専門スタッフが電子メールにて回答します。
夜間や休日しか時間が取れない方などにおススメです。

http://niigata-ipc.or.jp/otoiawase/

その他

当財団の専門スタッフが貴社を訪問して対応する「訪問相談」や、当財団の専門スタッフでは対応で
きないような相談内容に、その道のスペシャリストを派遣する「専門家派遣制度」などがあります。
詳しくは、お問合せください。

電話相談

当財団の専門スタッフが電話で相談に応じます。不在時やスケジュールの都合によっては対応できな
い可能性があります。なるべく窓口相談をご利用ください。

025-226-0550窓口予約・電話相談は

インターネット相談は

１

Ｈ２８年度の受講者数Ｈ28年度の開催回数

ビジネスセミナー

その場で質問したり、参加者同士で情報交換したりできるのがセミナーの良いところ。本やインター
ネットだけでは得られない「知識」や「ひらめき」があなたのビジネスを成功に導きます！
ＩＰＣ主催のセミナーは以下の２種類。講師は、ＩＰＣのネットワークをフル活用し、現役の経営者や、
その道の専門家などに登壇してもらいます。そのうえ、受講料は驚くほど低価格！
是非一度受講してみてください。きっと満足してもらえるはずです。

http://niigata-ipc.or.jp/service/seminar_event/

ビジネスセミナーの情報は

ワンコインセミナー

旬なテーマや、ビジネスに関する基礎知識、現役経営者の成功事例など様々な内容を気軽に学ぶこと
ができるセミナーです。

【開催日時】 原則毎週水曜日18：30～（概ね2時間）

【開催会場】 ＩＰＣビジネススクエア

【受講料金】 500円（内容によって無料の場合があります）

Ｈ２８年度の受講者数

全 48 回

Ｈ28年度の開催回数

合計 1,036 人（１回あたり平均 21.6 人）

実践セミナー

スキルの習得を目的に、ワークや演習などを行いながら、より深い知識や具体的な手法を学べる実践
的なセミナーです。

【開催頻度】 年間10回以上（起業検討者向けセミナー「起業準備塾」含む）

【開催会場】 ＩＰＣビジネススクエア

【受講料金】 2,500円（内容によって金額が異なる場合があります）

全 19 回 合計 227 人（１回あたり平均 11.9 人）

２ 補助金・支援事業

補助金や支援事業は、新たな挑戦に伴う「リスク」を軽減してくれる強い味方です。上手に活用して、
ビジネスチャンスを掴み取りましょう！

ＩＰＣ補助金の特徴

技術開発や商品開発などの「つくる」ステージから、販路拡大や新販路開
拓など「売る」ステージまで幅広くカバーしています。

支援事業

ＩＰＣでは、市内中小企業の皆様の自社ＰＲや販路拡大、新販路開拓のために以下のような支援事業
を実施しています。

http://niigata-ipc.or.jp/service/hojokin_shien/

その他

ＩＰＣでは、国や県などの補助金を獲得する際の支援も行っています。また、自社がやりたいことに
対し、活用できる補助金がないかお調べすることもできます。まずはご相談ください。

補助金や支援事業の情報は

補助金

ＩＰＣでは、新商品や新技術の開発、販路開拓、新事業展開、創業等、新たなことに挑戦する皆様に、
様々な補助金をご用意しています。

①ビジネスにおける様々なステージで活用できます！

補助金が採択されてから事業が完了するまでのサポートはもちろんのこと、
申請前の申請書の書き方の相談や、事業完了後のアフターフォローまでき
め細やかに対応します。

②サポートが充実しています！

補助金申請の手続きだけでなく、補助金の実績報告の際の手続きが、他の
補助金に比べ非常に簡単です。

③申請手続きが非常に簡単です！

【共同出展事業】 主に首都圏で開催される展示会や見本市に、市内中小企業の方と共同で出展しま
す。出展料が安く抑えられる上に、共同出展者同士のネットワークが広がります。

【個別商談会】 県内外のバイヤーとの商談の場を提供します。もちろん商談前のサポートなども
含め、商談成立に向けて積極的に支援します。

３
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