
平成30年度 事業説明会

～中小企業の皆様の課題解決のために～

皆様の新しい取り組みの開始を支援します！
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平成30年度 事業説明会

ご注意

•支援メニューの実施は、新潟市議会２月定例会での予算
成立が前提です。

•本日の説明と内容が変わることがあります。ご了承くださ
い。詳細は、決まり次第当財団ホームページ、メルマガ、
フェイスブック等で周知いたします。

•支援メニューは、新潟市内に本社または主たる事業所を有
し事業を営んでいる中小企業者（みなし大企業を除く）の皆様
を対象にしています。



平成30年度 事業説明会

IPC補助事業概要

①IPC食ビジネスパワーアッププロ
ジェクト

②技術開発補助金
大型開発補助金（サポイン）

③域外新販路開拓補助金 ④見本市出展補助金

⑤創業準備補助金

⑥各種セミナー ⑦消費者モニター会

⑧ビジネスマッチングサイト

IPCセミナー・相談事業等

他団体による補助金・事業案内
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1．食ビジネスパワーアッププロジェクト

①商談会

②バイヤーサーチ

③アイデア発掘会議

④フーデックスジャパン
共同出展

⑤食のマーケットイン
支援事業補助金

県内外の有力バイヤーを招いて年間6回程度開催予定！

連携先バイヤーに貴社商品の情報を提供し商談のチャンス
を探ります！

専門家と意見交換しながら、商品企画や販促策を検討可
能です！

幕張で行われるアジア最大級の食品展示会の共同出展者
を募集します！

商品開発や販路開拓を支援する補助金です。詳しくは次
ページへ・・・・

５つのメニューで、

食品メーカーと生産者の売上アップを徹底サポート！
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1．食のマーケットイン支援補助金
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2-1．技術開発補助金【一般枠】
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2-2．技術開発補助金【競争的資金獲得枠】
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大型研究開発補助金の獲得支援

研究費が多額、
研究期間が長期の
研究開発を支援

例えば・・・

戦略的基盤技術高度化支援事業 （ ）

３年間、最大９，７５０万円の研究開発を補助

通称：サポイン
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大型研究開発補助金の獲得支援

● 国等の補助金、委託制度の情報提供
● 共同研究へ向け、大学・公設試験所等をご紹介
● 提案書作成等申請手続きの支援
● 国等との契約事務や共同研究者間の連絡調整等の事業管理
● 事業終了後には、事業化へ向け必要に応じ支援

ＩＰＣの支援内容

研究テーマをお持ちの方、まずはご相談ください！

ハンズオン型です



ビジネス支援センター
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採択年度 研究規模 支援内容 準備期間 倍率

案件① 22年度 ３年
9,750万円

共同研究体の形成
提案書作成

約２カ月 全国3.2倍

案件② 25年度 ３年
9,750万円

提案書作成 約６カ月 全国8.9倍

案件③ 25年度 ３年
9,750万円

共同研究体の形成
提案書作成

約６カ月 全国8.9倍

案件④ 26年度 ３年
9,750万円

提案書作成 約２カ月 全国3.1倍

案件⑤ 28年度 ３年
9,750万円

提案書作成 約２カ月 全国2.5倍

案件⑥ 29年度 ３年
9,750万円

提案書作成 約２カ月 全国2.8倍

大型研究開発補助金の獲得支援

準備（段取り）が重要ですＩＰＣの取り組み実績
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3．域外新販路開拓補助金
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４．見本市出展補助金
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４．見本市出展補助金 活用事例
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5．創業準備補助金【個人枠】
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5．創業準備補助金【企業枠】
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新潟市企業立地課



新潟市商業振興課

①

③

②

④



新潟県中小企業団体中央会



新潟雇用労働相談センター
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6．各種セミナー
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6．各種セミナー



23

IPCセミナー
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7．消費者モニター会

●モニター調査の流れ

1 お申込み

2 お打ち合わせ

3 モニター募集

4
モニター会
実施

5 商品改良

財団ホームページよりお申込みください

財団マネージャーと実施方法等について
打合せをします

財団に登録しているモニター会員に対して、
募集を行います

8名程度のモニターを交えて
座談会を実施します

モニター会での意見をもとに、
商品改良に向けた取り組みを進めます

Facebook等でも
周知・募集を
行います

（募集期間２週間程度）
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8．ビジネスマッチングサイト
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ホームページ
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メルマガ

HPからメルマガ登録お願いします！
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フェイスブック
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活動をされている皆さまの

新潟地域で
（お手伝い）をさせていただく

あらためて自己紹介

ビジネス支援センター

です。
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技術コーディネーター

お手伝いをさせていただくスタッフ

プロジェクトマネージャー

食品 食品 経営全般 経営全般

さまざまな技術分野・
業種の製造・開発の
現場をサポート

技術全般

江川 和徳 椎葉 彰典 春川 英広 百合岡 雅博原 利昭

さまざまな経験や知識
を活かし、新商品の開
発をサポート

食品の加工・製造・販
売などをトータルにサ
ポート

新事業の企画・実践、
創業、販売・財務など
をサポート

営業の見直し、新事
業の企画や実践など
をサポート

他 新潟IPC財団職員１１名事務局スタッフ

外部専門家派遣もあります
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ＮＥＸＴ２１でお待ちしてます！

貴社にご訪問いたします！

まずはホームページの

専用フォームをご利用ください

窓口

訪問

メール

● 営業日 ：月曜から金曜(祝日、年末・年始除きます)
● 営業時間 ：午前8時30分から午後5時30分

(相談は午前9時から午後4時までの1時間程度)

総合相談窓口のご利用について

793件

198件

253件

（60.5%）

（15.1%）

（19.3%）

平成29年4月～12月のご利用実績 1,311件

何度でもご利用ください
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ご予約・お問い合わせ ご利用はずっと無料です
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● 経営全般（課題・方向性・事業計画など）に関する検討
● マーケティング（販路拡大・プロモーションなど）に関する検討
● 新商品のアイデアの検討、新技術の紹介・検討など
● 新規事業のアイデア、ビジネスモデルの検討など

項目 件数 構成比
創業 589 44.9%

補助金 194 14.8%

経営課題検討 206 15.7%
新事業展開 152 11.6%
販路開拓 55 4.2%

他 115 8.8%
合計 1,311 -

528件
（40.3%）

ご相談いただいている内容 幅広い経営課題に対応

H30年度は事業承継相談にも
積極的に対応します
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特定創業支援（創業者向け）

当財団で実施する「創業セミナーへの参加、窓⼝相談の利⽤など」を
4回以上、かつ１か⽉以上継続して４つの知識「経営・財務・販路拡⼤・
⼈材育成」を習得して頂くと

主なメリット① 株式会社等設⽴時の登録免許税の軽減措置
主なメリット② 開業資⾦借⼊時の利⼦が３年間無利⼦
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プロジェクト型ハンズオン支援

ＩＰＣが、貴社のプロジェクトチームの一員として、
プロジェクトの企画から実行までを継続的にサポートするサービスです。

想定される利用シーン（プロジェクトの例）
★ 新規事業および企業内ベンチャーの立ち上げ
★ 複数の企業で取り組むプロジェクトの立ち上げ
★ 新規顧客開拓、新販路開拓、顧客満足向上、販促イベント、新規プロモーション
★ 新商品開発、商品改良、新ブランド立ち上げ など

事前相談
スタート
アップ

プランニングプランニング 実行・検証

現状・目標のヒアリング、
プロジェクトの進め方、
サポート内容を決定

事業アイデア抽出の社
内ワークショップや各種
会議の運営をサポート

事業アイデアをブラッ
シュアップし、計画に落
し込めるようサポート

テストマーケティング、
結果の検証や見直しな
どをサポート

例えば新規事業の立ち上げをご検討されている場合・・・

約６か月

テーマに特化してサポート



ビジネスに関することは、
当センターにお任せください。

公益財団法人 新潟市 産業振興財団 （通称：新潟ＩＰＣ財団） ビジネス支援センター
ホームページ ： https://niigata-ipc.or.jp/

〒951－8061 新潟市中央区西堀通6番町866番地 NEXT21 12階

TEL 025（226）0550 FAX 025（226）0555
e-mail ： info@niigata-ipc.or.jp


