平成２８年度公益財団法人新潟市産業振興財団
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創業準備補助事業（企業内ベンチャー枠）
支援事業
No 企業名
1 松吉ワークス(株) にいがた 次世代ハイブリッド若手大工がいい家を残していく会
新潟介護施設紹介所
2 (株)真友社
KENTOネットワークアド
3 (株)けんと放送
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）
支援事業
No 企業名
新潟ブランド豚プロジェクト（仮称）に係る事業
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）
支援事業
No 企業名
新潟ベジ醤油（仮称）開発及び販路拡大に係る事業
1 新潟醤油(株)
もちもち新潟一揆の開発及び販路拡大に係る事業
2 (株)新郷屋
“野菜の旨みドレッシング”商品化事業
3 太田農園
食のマーケットイン支援事業（食品事業者枠）
支援事業
No 企業名
1 (株)ライフプロモート 減塩食品の開発及び販売
糀パスタソースの商品開発および販路開拓事業
2 (株)和僑商店
鯛のやわらか姿煮
3 (有)関食
ミソラスク（仮称）の開発と販路拡大
4 (株)冨士屋
5

(株)ホイミ

齋藤家オリジナル米菓「ポップポーンシリーズ（仮称）」の商品開発並びに販路拡大プロジェクト

食のマーケットイン支援事業（６次産業化枠）
支援事業
No 企業名
1 (株)たくみファーム 野菜の素セット 販路開拓事業
コッリーナ（仮）の商品開発と販路拡大
2 Life＆Life
特撰毎日味噌（仮称）の販路拡大
3 たなか農園
長谷川の和梨バターの販路拡大
4 長谷川農園
３

食の域内取引支援事業（市内食品卸売業者主催商談会）
２０１６年 秋季提案会（(株)尾家産業主催）
(有)関食
(株)新郷屋
マルタ食品(株)

山崎醸造(株)

フードサービスフェスティバル（ネオテイク(株)）
(株)きのこや
(株)壱成
(株)小針水産

(有)宮崎商店

ＪＩＭＭＹ

ＦＯＯＤ新潟
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４

域外販路開拓支援事業
フーデックスジャパン２０１７
石山味噌醤油(株)
(株)ウオショク
三旺食品(資)
(株)高井商店
マルシン食品(株)
(株)港製菓

(株)小針水産
(有)新潟森林農園
(株)メディソリーゾ

東京インターナショナル・ギフト・ショー春２０１７
(株)大橋洋食器
新潟漆器(株)
(株)朝倉家具
(有)阿部仏壇製作所
テクニカルショウヨコハマ２０１７
(株)加藤研削工業
(株)佐分工業所
(株)カトメ
５

笹祝酒造(株)
Ｐ．Ｋ．Ｃ＋パクチープラス

山崎醸造(株)新潟営業所

パールライト工業(株)

(株)丸富五十嵐製作所 (株)ＷＰＰＣ

ものづくり新販路開拓補助事業
補助内容
No 企業名
「桐らくね」のインターネット販売プロモーション
1 桐建材(株)
2 (株)マキトー・コンフォート オリジナル人体脳模型の新販路開拓
3 (株)ルクス・エナジー Smile Aim（タブレット撮影用高輝度LED照明）の販路拡大
4 (株)テクスファーム ニットブランドtoiro販売促進強化のための直販売上向上事業
RDF（ゴミ固形燃料）用ストーブの販売促進
5 (有)拓晶土木
6
7
8
9
10
11
12
13
14

(株)ＭＯＬＥＮ
(株)大谷

美術・博物館キュレーター様向けSPビデオ制作ならびにその活用による販路拡大
印鑑、シャチハタ商品などの自社製造商品の販路拡大の為のインターネットショップの構築、運営

(有)阿部仏壇製作所 繫ぐ！次世代へ～新潟仏壇の伝統技術を通じてモノづくりの大切さを県外へアピール
Taruhi glass works 夏休み期間の観光客に向けた販売PR戦略
(株)レリエンスメディカル

カタログを活用した乳がん患者向け人口乳房の情報発信力強化と販路拡大

新規顧客獲得に向けたパンフレットのリニューアル
イメージ工房
ユニトライク(株) 特許出願中の新製法で作る次亜塩素酸水「Ｇ－ミスト」の新販路開拓
販路拡大デザインポートフォリオサイト
(同)アレコレ
(株)アクアリゾート オリジナル水槽設備の拡販を目的としたホームページの作成事業

3

６

７

見本市出展補助事業
No 企業名
1 (株)大槻食品
2 (株)きのこや
3 (株)坂井機械製作所
4 (株)峰村商店
5 合同会社アレコレ
6 金井度量衡(株)
7 September25Art Studio
8 ＳＨＩＫＩＥＮ(株)
9 小池ろうそく店
10 (株)シーエスレポーターズ
11 (株)越後鶴亀
12 マルシン食品(株)
13 (株)マイクロビジョン
14 (株)ＡＩＧＯ
15 (株)髙口又四郎商店
16 (株)メディソリーゾ
17 (株)満日製作所
18 ＪＭＲ(株)
19 (株)東日本システム
20 (株)片桐鉄工所
21 (株)港製菓
22 今代司酒造(株)
23 丸榮製粉(株)

出展見本市
第6回食の魅力発見商談会2016
第6回食の魅力発見商談会2016
2016国際食品機械工業会
第20回グルメ＆ダイニングスタイルショー秋2016
interior lifestyle tokyo
第2回 国際ドローン展
第40回 2016日本ホビーショー
第11回高齢者住宅フェア2016in東京
エンディング産業展2016
第10回WEB＆デジタルマーケティングEXPO
sake festival singapore 2016
香港 FOODEXPO 2016
国際画像機器展2016
健康博覧会2017
2016ＪＦフードサービスバイヤーズ商談会
健康博覧会2017
テクニカルショウ ヨコハマ2017
第44回日本集中治療医学会学術集会
2017年 塾・教育総合展
国際粉体工業展 東京2016
地方銀行フードセレクション2016
2016香港ワイン＆ダイン・フェスティバル内「日本居酒屋の街」
SIAL INTERFOOD2016 JAKARTA

技術開発補助事業（一般枠）
補助内容
No 企業名
1 シャープ新潟電子工業(株) AC400V入力に対応した電源ユニットの設計技術の開発及び量産化
2 (株)プライムネット 切り絵ソフトクラウド技術の開発
3 北陸重機工業(株) 構造解析ソフト導入による設計技術向上
4
5
6

(株)加藤研削工業 シミュレーションを用いた不等ピッチメタルソーにおける刃型最適化設計技術の開発
大型ポリ袋の製作及び加工
(株)高清
新潟メタリコン工業(株) ガスタービン部品へのアブレーダブル皮膜溶射技術の開発

技術開発補助事業（競争的資金獲得枠）
補助内容
No 企業名
繊維状吸着剤による閉鎖系水域の水質浄化システム開発
1 (株)カサイ
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８

試作品チャレンジ補助事業
補助内容
No 企業名
凛舟 次期型改良プログラムの開発
1 (株)光
2 ユニトライク(株) 冷凍食品の旨味を保持する解凍装置の試作
撥水ジェルクリーナー
3 有希化学(株)
チタン製バーリングパイプ
4 (有)小林製作所
異素材の組み合わせを実現する木製プレート和の膳、洋のプレート
5 (株)大橋洋食器
ＩＧＣＣ（最先端火力発電所）用燃料供給バルブの軸封部自動給脂装置
6 (株)片桐鉄工所
フューテックニイガタ(同)
加圧溶解式ファインバブルシステムの試作
7
8 ジェイベック(株) ＰＭ２．５等を除去する給気型機械換気システムの試作
腸内洗浄システムの試作
9 (株)シンテック
ブレンド精油 新シリーズ試作・パッケージ作成
10 アロマ・ハート
11 (株)ルクス・エナジー レーザー彫り加工による贈答・記念品ブック型ＬＥＤライトの試作
12 (有)阿部仏壇製作所 【扉 ～ＴＯＢＩＲＡ～】新しい祈りの空間

９

消費者モニター調査支援事業
(株)レリエンスメディカル (有)阿部仏壇製作所
進展工業(株)

10

戦略的基盤技術高度化支援事業
(有)田辺塗工所
タンレイ工業(株)
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