平成３０年度公益財団法人新潟市産業振興財団

主な支援企業等一覧

１ 創業準備補助事業（個人枠）
柿本 悠花
ソド・チャンドマニチメグ
創業準備補助事業（企業枠）
No

支援事業

企業名

1 (有)新潟経済新聞社 Eコマース事業の立ち上げ
新潟県産木材をつかったオリジナル家具ブランドの設立
2 (有)畑山建築
3 (株)Dear Staff
２

ITを活用した人材育成および保守・診断サービスの提供事業

食のマーケットイン支援事業（商品開発コース）
No

支援事業

企業名

1 三旺食品(資)

レンジアップラーメンのブランド力強化のための新アイテム開発

2 (株)あんフーズ新潟 新潟県特産品を使用したオリジナル水羊羹のギフト商品の開発
3 (株)髙口又四郎商店 輸出用アルミパウチ商品「ALお豆の王様」の開発
4 (株)中島屋商店

柿の葉の機能性を活かした食品群の開発

5 つなぐ(株)

スパーリングジンジャードリンクのパッケージ変更

6 CuRA！

新潟産の未利用果実を活用した小売商品のパッケージ開発

食のマーケットイン支援事業（販路拡大コース）
No

支援事業

企業名

1 (株)叶味家

佐渡島黒豚ブランド立ち上げ

2 (株)幻の酒

SNS広告を活用した新商品（アミュレ）のB2C販売

3 (株)TABLISS

自社商品の販路拡大のための認知度向上パンフレットの作成

4 (有)がんこ屋

餃子の販路拡大に向けたWEBサイトの立ち上げ

5 (株)鈴木コーヒー

Suzuki coffee PRO-store 最強営業マン育成と事務作業大幅効率化を狙う

6 つなぐ(株)

スパークリングジンジャードリンク販促ツール制作及びWEBサイト構築設計図を制作

7 ロメロトレード

販促ツール作成・活用とインターネット広告を利用し、販路開拓を目指す

8 石山味噌醤油(株) 減塩市場へのルート開拓に向けた無塩みそ・超低塩みその販売促進のリーフレット作製
新潟の伝統菓子浮き星のブランド向上のための動画制作とオンラインウェブサイト構築
9 (同)アレコレ
10 にほん海洋牧場(株) 【新潟サーモン”極み”】の販促物を上手く利用しての販路拡大
特徴ある自社商品の販路拡大のためのWEBサイトの制作
11 三旺食品(資)

３ 域外新販路開拓補助事業
No

支援事業

企業名

1 (株)ニューズ・ライン 「365DAYS ONIGIRI」（書籍「365日おにぎりレシピ」の海外版）海外展開マーケティング
新ブランド エンディングキャンドル
2 小池ろうそく店
3 有希化学(株)

オリジナル洗剤の「月間食品工場長」広告掲載による全国販路開拓

4 (株)産業運輸

インターネット広告の作成（新潟東港の利用促進）

5 ＪＡＳＰＡ(株)

ウェブサイト等を活用した新サービス案内による受注拡大

6

Ｐ．Ｋ．Ｃ＋パクチープラス

亀田縞と縫製技術をセット売「下請型受注の試作とウェブ活用」

7

(株)石崎建具家具製作所

Webサイトのリニューアル

8 (株)加藤研削工業 「不等ピッチ技術を活かしたメタルソー・チップソーの販売及び再研削サービスの全国展開
人工温泉パンフDM発送
9 (株)環境科学
10 (株)サムライランカ貿易 自社HP作成とパンフレットによる買取、販路強化事業
2019春夏の試作品、プロモーション製作事業
11 TULIP
４ 食の商談促進事業（商談会）
ピーズボックス
石山味噌醤油(株)

(有)田宮商店

(株)みなもとFACTORY

社会福祉法人親和福祉会 けやき福祉園

ヤマヨ果樹園

にいがた雪室ブランド事業協同組合

(同)アレコレ

(株)あんフーズ新潟

山賀栄一

越後しらたま本舗(株)

(株)清野屋

PKC＋パクチープラス

(株)滋味風土にいがた

ヤマキ食品

マルシン食品(株)

(株)峰村商店

(有)関食

(株)鳥梅

(株)三幸

つなぐ(株)

石本商店

(株)セイヒョー

にほん海洋牧場(株)

パルファンドゥー

(有)がんこ屋

オルス(株)

高野酒造(株)

(株)幻の酒

CuRA！

糀屋団四郎

マルタスギヨ(株)

食の商談促進事業（売り先探し支援）
つなぐ(株)
(有)がんこ屋

(有)田宮商店

(株)鳥梅

(株)あんフーズ新潟

マルタスギヨ(株)

糀屋団四郎

越後しらたま本舗(株)

(株)幻の酒

(株)滋味風土にいがた

ヤマキ食品

(株)清野屋

CuRA！

山賀栄一

(株)セイヒョー

(株)みなもとFACTORY

(株)ウオショク

５ 見本市出展補助事業（県外見本市）
No

企業名

1

(株)マキトー・コンフォート

2 (株)ソリマチ技研

出展見本市
オフィス防災ＥＸＰＯ
ＳＰＯＲＴＥＣ2018

3 （有）阿部仏壇製作所 interior lifestyle TOKYO 2018
国際養鶏養豚総合展2018
4 東邦実業(株)
5 (株)朝倉家具

interior lifestyle TOKYO 2018

6 ユニトライク(株)

第10回インフラ検査・維持管理展

7 ウォーターセル(株) 第34回国際農業機械展in帯広
第10回 販促ＥＸＰＯ
8 (株)第一印刷所
9 (株)大橋洋食器

interior lifestyle TOKYO 2018

10 新潟漆器(株)

interior lifestyle TOKYO 2018

11 スズキ家の茶ノ間 ててて見本市2019
12 (株)リバースジャパン ビジネスマッチ東北2018
第２回関西エンディング産業展
13 (株)日之本蝋燭
14 (株)ナカノアイシステム ゆきみらい2019 in新庄
15 (株)東日本システム 2019年 塾・教育総合展
16 新潟電子工業(株) 新価値創造展2018
国際粉体工業展 東京2018
17 (株)片桐鉄工所
18 (株)あさひ総研

国際粉体工業展 東京2018

19 (株)タカヨシ

TOKYO PACK 2018～2018東京国際包装展～

見本市出展補助事業（ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ２０１９共同出展）
高野酒造(株)
(株)港製菓
三旺食品(資)

(株)幻の酒

(株)清野屋
見本市出展補助事業（オリジナル商品開発ＷＥＥＫ）
今代司酒造(株)
CuRA!
新潟麦酒(株)
６ 技術開発補助事業（一般枠）
No

補助内容

企業名

1 (株)GiH

可変印刷物のWeb用レイアウトデザイン作成機能と、印刷用データの面付・PDF出力システム技術の開発

2 ジェイベック(株)

低コストで高性能な棟並びに軒天換気部材製造技術の開発

3 新潟通信機(株)

新技術を利用した4値FSKデジタル無線技術の開発

技術開発補助事業（競争的資金獲得枠）
No

補助内容

企業名

1 (株)カサイ

新規光触媒を用いた陸上養殖用水質浄化繊維、及び装置開発

2 アドバンエンジ(株) ジオポリマーを用いた放射性廃棄物固化技術の開発
７ 消費者モニター調査支援事業
ヤマキ食品
(株)滋味風土にいがた
８ 戦略的基盤技術高度化支援事業
タンレイ工業(株)
(株)ＷＥＬＣＯＮ

