
自宅・オフィスから参加できる！
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音声が聞こえない場合
ミュート設定になっていないか

ご確認ください

ご注意



令和２年度 事業説明会
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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。

ご注意
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3

「Q＆A」を押していただくと
テキストで質問が入力できます

ご注意
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質問は必ず頭に
補助金名や支援メニュー名

を入れてから
内容を書き込んでください

ご注意
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（例）「食の開発補助金」申請書
の提出先はどこですか？

ご注意



令和２年度 事業説明会
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ご不明点などございましたら
下記までご一報ください
TEL 025-226-0550



令和２年度 事業説明会
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本日の内容

IPC補助事業概要

１ 食の商品開発補助金
２ 技術開発補助金
３ 新事業ブーストアップ補助金
４ 見本市出展補助金

IPCセミナー・
相談事業等

５ 創業支援
６ セミナー
７ 相談窓口等、IPCのご紹介

新潟市による
補助金・事業案内

産業政策課
成長産業支援課
企業誘致課
商業振興課
雇用政策課
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1．食の商品開発補助金

食品事業者の売上アップを一貫サポート！

商品開発・
改良

商品評価 販路開拓

消費者モニター会

食の商談会

それぞれのフェーズに合わせた支援メニューをご用意！

食の商品開発補助金

上記メニューのほか、プロジェクトマネージャー、食の技術コーディネーター、
食の販路開拓コーディネーターが窓口相談に随時対応します！
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１．食の商品開発補助金
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１．食の商品開発補助金

機能性表示食品の開発 海外販路を目指す取組み

など…

特定の取組みに対して上限額を 万円⇒ 万円に上乗せします！

にいがた
食の輸出商談会
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１．食の商品開発補助金

活用事例（2019年度食のマーケットイン支援補助金［商品開発コース］）

パッケージ改良前 パッケージ改良後

■株式会社あんフーズ新潟 様

これまでの商談で、バイヤーからの味の評判は良かったが、デザインに関する要望や改善点
が多く聞かれたこともあり、パッケージを一新し、販路開拓に取り組んだ。
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１．食の商談会

令和元年度 招聘バイヤー（抜粋）
㈱フォーキャスト（コンフォートマーケット） ㈱フレッシュフーズ九州

㈱マルイチ一番屋 ㈱高井商店（ichiman）

㈱かどや（リカーズ・ファクトリーKADOYA） ㈱京王商事（KOマート）

新潟交通商事㈱ ㈱まるおか（スーパーまるおか）

サクラワークス㈱（the made in） ㈱TOMOTO

㈲ユーセー ㈱ブリッジにいがた

すゞきや（エスマート） ㈱世界文化社（家庭画報ショッピングサロン）

片山商事㈱（ナチュレ片山） ㈱錦屋商事（にっぽんマルシェ）

ヴィレッジヴァンガードプレース㈱（こととや） ㈱自遊人の暮らし（オーガニック・エクスプレス）

㈱クアパパ ㈱白新商会（GIFT SQUARE ハクシン）

市内食品事業者の販路拡大を支援するため、マッチング支援を行います！

特徴

招聘実績

・事前マッチングを行わないので、希望するバイヤーと商談ができる！

・商談だけではなく、バイヤーのニーズ調査としての利用も可能！

・定期的に実施するので、自社の商品開発のタイミングにあわせて参加が可能！

・テーマに合わせた、県内外のバイヤーを多数招聘予定！
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１．食の商談会

昨年度実施した商談会の様子

令和元年８月２９日開催
テーマ：無添加商材

令和２年１月２８日開催
テーマ：通販・ギフト商材
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２．技術開発補助金

大学・公設試験場等との
共同研究や知的財産関係
経費を計上する場合には

最大100万円補助

新たに補助対象として、
知的財産関係経費が加わ
りました！
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株式会社ジオックス 様

＜開発内容＞
マイクロトンネル掘削工事に於けるテールボイド（ヒュー
ム管と地山の隙間）充填材製造技術及び工法の開発

従来工法
では、不
均一とな
る不安が
ある。

新工法で
は、均一
となり安
定。
コストダウ
ンにもつ
ながる。

２．技術開発補助金
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２．技術開発補助金

新製品や新技術の開発を行いたいけれ
ど、そんなにお金はかけられないし・・・。

いままで自社では、研究や新技術の開
発はやったことがないし、補助金の手続
き等にも慣れていません・・・。

技術開発補助金は、研究・技術開発に初めて取り組む企業様にもおススメです！

➢ 研究・技術開発の進め方については当
財団の技術コーディネーターが、サポー
トいたします。

➢ 申請書の書き方等の手続は当財団の
担当者がサポートいたします。

➢ 補助率は2/3以内で50万円まで。使い
やすい規模の補助金です。

➢ 大学・公設試験場等と共同研究する場
合や、知的財産権の取得に向けた取り
組みを行う場合は、100万円に拡充しま
す。

研究や技術開発は行っているけど、いま
ひとつメリハリがついていないなあ・・・。

➢ 審査会、中間ヒアンリング、実績報告会
などがあるので、計画的に進めるための
ペースメーカーにもなります！
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３．新事業ブーストアップ補助金
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新事業展開を支援するビジネスプランコンテスト形式の補助金

コンテスト上位者に、補助金申請権が付与されます

・独自の強みを活かした「新分野参入」

・社会課題を捉えた「新商品、新サービス開発」

・全国展開や海外進出などを視野に入れた「戦略的な販路開拓」

・新たなテクノロジーを活用した「既存事業のリノベ―ション」

・新潟の中小企業を成長に導く「事業者連携プロジェクト」

企業成長や事業拡大に挑戦する新潟市内企業のロールモデルとなる
チャレンジングで独自性の高いプランを評価します

例えば

３．新事業ブーストアップ補助金

市場調査

■対象経費

視察・研修
製品・サー
ビス開発

販促 広告宣伝
備品・設備
購入
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３．新事業ブーストアップ補助金

■ご支援事例

Hair Remake tocotoco 様 （西蒲区） 株式会社ニューズ・ライン 様 （中央区）

働く男性のためのカフェ併設型・夜間営業
ヘアサロン「toconoma」の開業

定額制ラーメンアプリ
「Komachiラーパス新潟」の開発

3月10日に西区みずき野にオープン。
仕事帰りに寄れるカフェ併設の癒し空間で
理容サービスを提供する新たなビジネス
モデル。ライフスタイルの提案を目指す。

12月25日に新潟県発の「ラーメンクーポン
新潟」をリリース。エリア別・味別など直感的
にラーメン店やサービスを探すことができる
アプリ。有料会員は毎月ラーメン1杯無料。
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３．新事業ブーストアップ補助金
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４．見本市出展補助金【一般枠】・【共同出展枠】
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４．見本市出展補助金 活用事例



令和２年度 事業説明会
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本日の内容

IPC補助事業概要

１ 食の商品開発補助金
２ 技術開発補助金
３ 新事業ブーストアップ補助金
４ 見本市出展補助金

IPCセミナー・
相談事業等

５ 創業支援
６ セミナー
７ 相談窓口等、IPCのご紹介

新潟市による
補助金・事業案内

産業政策課
成長産業支援課
企業誘致課
商業振興課
雇用政策課
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にいがた未来想像部
2020

起業に興味がある人が気軽に参加できる
サークル感覚の支援プロジェクト

・本事業は“起業”というキーワードが「ちょっと気になる」という方に、「できるかも」と感じ

ていただくためのプロジェクトです。

・交流会など「ロールモデル」との出会いの場などを提供し、参加者が、自身のライフスタイ

ルにフィットする起業のカタチをイメージ（想像）できるよう支援します。

・プロジェクトに参加し起業への関心が高まった方には、IPCの特定創業支援などを通じて、

アイデアの具体化、シミュレーション、ビジネスプラン作成など、起業に向けた実務的なサ

ポートも提供します。

５．創業支援 創業気運醸成事業（未来想像部）



本プロジェクトが
ターゲットとするフェーズ

計画完成 開業計画
作成開始

意思決定ライフプラン
をイメージ

事業機会との
出会い

「起業」を選択
肢として認識

にいがた未来想像部プロジェクトでは
このフェーズの機運醸成を支援

旧・創業準備補助金
新潟市制度融資・家賃補助

NICO起業チャレンジ

起業の意思決定後は
特定創業支援を通じて事業の具現化を支援

５．創業支援 創業気運醸成事業（未来想像部）
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①新潟の起業家との交流活動
・ロールモデルとの出会いを創出する活動
・ 交流イベントを実施し、起業家による講演、個別相談、懇親会を実施する。
・新潟の起業家のライフスタイルを紹介し、事業効果を高める。

②未来想像ワークショップ
（案）・事業アイデアの具体化を体験する「アイデアソン」

・自分の未来を想像する「ライフプランニング」

５．創業支援 創業気運醸成事業（未来想像部）

コンテンツ
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５．創業支援 創業気運醸成事業（未来想像部）

①2019年7月12日（金） 交流会

②2019年9月26日（木） 講演&トークセッション

③2019年10月2日（水） フィールドワークツアー

④2019年12月7日（土） アイデアソン

2019年度実績

①参加者：46名 ②参加者：123名 ③参加者：12名 ④参加者：38名
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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

５．創業支援 特定創業支援
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６．各種セミナー



６．各種セミナー

令和元年度実績（3月末現在）

■ワンコインセミナー ４４回開催 ■実践セミナー ４回開催

■その他セミナー ５回開催 ☞受講者数延べ ７８５名
※ほんの一例です

30
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６．各種セミナー

４月より、新潟IPC財団はオンラインセミナーを開始しました。

※現在は緊急企画として受講料は無料です。

第１弾（４月９日）：「リモート」で広がるローカルビジネスの可能性 終了

第２弾（４月１５日）：無理なく始める「オンライン商談」 募集中



７．ＩＰＣの紹介 ビジネス支援センター
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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。



７．ＩＰＣの紹介 ビジネス支援センター
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食品関連コーディネーター

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（常勤）

江川 和徳

椎葉 彰典

春川 英広 百合岡 雅博

新商品の開発をサポート

食品の加工・製造・販売など
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

営業活動の見直し、
新事業の企画・実践、
連携などをサポート

他 新潟IPC財団職員 11名
外部専門人材 の派遣も行います

松井 俊輔

松田 大輔事業計画立案、マー
ケティングの企画や海
外展開をサポート 食の販路開拓などサポート
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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)
(原則、水曜日は、午後8時30分まで相談窓口を開設）

総合相談窓口のご利用について

NEXT21 でお待ちしてます！窓口 1,138件（68.6%）

貴社にご訪問いたします！訪問 204件（12.3%）

メールや電話などでご質問ください。
（メールは、ホームページの専用フォームをご利用ください）その他 308件（18.6%）

2019年4月1日～2020年3月31日のご利用実績

何度でもご利用ください

７．ＩＰＣの紹介 ビジネス支援センター

オンライン 8件 （0.5%）
パソコン・スマホなどを使って、

リモートで対応いたします！

1,658件（前年比105.7％）

拡充
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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
● 創業・起業
● 補助金や助成金
● 事業承継

649件
（39.1%）

ご相談いただいている内容

７．ＩＰＣの紹介 ビジネス支援センター

創業・起業 842 50.8%

補助金助成金など 167 10.1%

新事業展開 193 11.6%

経営課題検討 211 12.7%

販路開拓 97 5.9%

海外展開 1 0.1%

商品開発・改良 38 2.3%

技術検討 1 0.1%

事業承継 25 1.5%

事業再生 19 1.1%

融資 33 2.0%

人事・労務 4 0.2%

その他 27 1.6%

合計 1,658 -2019年4月1日～2020年3月31日のご利用実績

さまざま な経営課題に

ご対応いたします
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ご予約・お問い合わせ

７．ＩＰＣの紹介 ビジネス支援センター

ご利用はずっと無料です
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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
★ 複数の企業が連携して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 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（毎月1～2回程度、ミーティングなどに参加）

７．ＩＰＣの紹介 ビジネス支援センター

特定テーマを集中
してサポートします
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７．ＩＰＣの紹介 ビジネス支援センター

ＩＰＣ消費者モニター会

● 飲食店の商品リニューアルの検討
● 新たに開催するイベントに対する意向調査
● クラウドファンディングの返礼品の検討
● 消費者目線でのECサイト課題の検討
● 新商品のネーミングやパッケージなどの検討

これまでの開催例

株式会社キタカタ（新潟市中央区）
「『越後茶屋』の海鮮わっぱのモニター会」



令和２年度 事業説明会

39

本日の内容

IPC補助事業概要

１ 食の商品開発補助金
２ 技術開発補助金
３ 新事業ブーストアップ補助金
４ 見本市出展補助金

IPCセミナー・
相談事業等

５ 創業支援
６ セミナー
７ 相談窓口等、IPCのご紹介

新潟市による
補助金・事業案内

産業政策課
成長産業支援課
企業誘致課
商業振興課
雇用政策課



新潟市産業政策課
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新潟市成長産業支援課

IHIグループとの共創について



新潟市成長産業支援課

１．オープンイノベーション（技術マッチング）

２．新潟の企業との協働による新事業創出



新潟市成長産業支援課

１．オープンイノベーション（技術マッチング）



新潟市成長産業支援課



新潟市成長産業支援課



新潟市成長産業支援課



２．新潟の企業との協働による新事業創出

地元企業 自治体

地域課題

技術シーズ

先端技術

新事業

新潟市成長産業支援課



（山形での事例）

地元企業 自治体

デザイン思考

地域課題

地域ネットワーク

技術シーズ

資金調達 先端技術

新事業

新潟市成長産業支援課



新潟市企業誘致課
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新潟市企業誘致課
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新潟市商業振興課
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新潟市商業振興課
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新潟市商業振興課
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新潟市商業振興課
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新潟市商業振興課
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新潟市商業振興課
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新潟市商業振興課
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新潟市雇用政策課
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新潟市雇用政策課
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新潟市雇用政策課
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新潟市雇用政策課
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令和２年度 事業説明会
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いただいたご質問
にお答えします



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
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