
1　新事業チャレンジ応援事業

No 企業名

1 わたご酒店

2 青木環境事業（株）

2　事業ブラッシュアップ支援補助金

No 企業名

1 （株）アヴィ

2 （株）ソルメディエージ

3 ｅｎｎ（株）

4 （株）イデアル

5 （株）いのラボ

6 （株）ＰＯＰＯ

7 （有）山田

8 （株）ジョイフルタウン

9 （株）鷹国建設

10 イワコンハウス新潟（株）

11 （有）鶴久肉店

12 あぽろん（株）

13 石本酒造（株）

14 （株）田中石油

15 木村綿業（株）

16 （株）マルシン精肉

17 （株）佐文工業所

18 （株）ピカイチ

19 あおやまメディカル（株）

20 （株）和田

21 （株）建興

22 （株）ケイクリーンサービス

23 マルシン食品（株）
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アクティブにくらしを楽しむシニアのためのフリーペーパー「りゅーむ」のブラッシュアップ

による非対面ビジネスの強化

新潟県内顧客獲得のための認知度アップ及び来店動機につなげる生産者との店舗のストーリー

紹介

オリジナルキャラクターを活用したマンガチラシによるブランディング

新しい生活様式に対応した殺菌、消毒清掃業務への取り組み

鏡餅型お供ゼリー

コロナ禍における新営業スタイルの確立

ニキビケア商品において、独自のブランディング戦略で新しいポジショニングの確立を目指す

ブランディングと自社ホームページ構築による新規顧客獲得

あぽろん長岡店スタジオ　電気空調設備等、改修工事

越乃寒梅視認性アップPOPの制作事業

GS店舗リニューアルに伴う新しい生活様式対応カウンター製作及びPR事業

卸先（寝具専門店）の来店減を補うためのBtoC代行モデル

アフターコロナに向けた安心・安全な食の提供による売上拡大施策

子育てサポートや保育サービスの新規利用者の獲得の為にわかりやすいスマートフォン用ホー

ムページ制作

無線オーダーシステム導入による商品提供時間短縮と顧客滞在時間短縮

情報発信サイト「日刊にいがたWebタウン情報」の安定的情報発信と動画配信やECアプローチ

などに向けた機器購入とサイトブラッシュアップ事業

足場組立・解体工程の生産性向上のための器具導入

抗ウイルス性が確認された「無添加住宅オリジナル漆喰」のPR

プロの技を自宅でも！美眉スタイリング・セルフネイルケアレッスン

映像ライブ配信のサポート業務

イタリアンレストランのシェフ監修新デザート販売開始に向けた試食会開催と広報による売上

アップ

Withコロナ時代においての新たな飲食事業の展開

より少人数によるセミパーソナルトレーニングへの転換事業

支援事業

Craft Sake Club（海外向け日本酒サブスクリプション）

木質バイオマス発電施設から発生する灰のリサイクルを目的とした体制の構築

支援事業



24 スタジョーネ（株）

25 （株）トラベルマスターズ

26 （株）日の本

27 アルバ（株）

28 （株）丸屋本店

29 旬海佳肴一家

30 （株）峰村商店

31 新潟中央水産市場（株）

32 （株）ビットサインテクノス

33 アロイマーケット（株）

34 新潟センチュリー（株）

35 川﨑食品グループ 

36 （株）ＳＡＣＯ

37 （株）富井工業所

38 （株）沼垂不動産

39 旭自動車（株）

40 （株）Ｕ・ＳＴＹＬＥ

41 （株）トラステック

42 （株）富士テック

43 （株）ウオショク

44 （株）Ｗ．ＲＥＣＫ

45 （株）エムエスケイ

46 （株）ＱＵＡＤＦＯＯＤＳ

47 （株）山之内製作所

48 （有）オフィス中條

49 （株）たしろ

50 （株）マリーン

51 （株）大橋洋食器

既存店舗をブラッシュアップし顧客の消費意欲向上のための店舗改装事業

新鮮お寿司のショーケース入替事業

飲食店に向けた「衛生関連事業」+「新しいメディアの立ち上げ」-県内中小企業が連携したマ

スクケースで安心安全な食空間づくりと地域貢献を実現-

施術時間短縮による安全面アピールとECサイト活用による売り上げ増加事業

テイクアウト・デリバリーの強化

新しい生活様式に対応した店づくりPR活動事業

３Dプリンター等を活用した新商品の開発及びサービスの改良

介護・医療現場における感染予防対策事業

全国の自動車業界を救う！代車スケジュール管理「daisukeくん」と、ＬＩＮＥを活用した「気

軽に愛車査定サービス」の販売強化による売上獲得

BIZ EXPO 2020出展による事業ブラッシュアップ

新規市場参入に向けた組織変更計画

新規ユーザー獲得事業

佐渡牛販売強化の為のブランディング事業

新潟発！「ウィルス対策モデルハウスを利用した販売拡大」

セントラルキッチンの機能強化による「卸・小売販売」の拡大

健康で安心できるスムージーをご家庭にお届けするサブスクサービス Ｎ/Ｓ Ｎatural smoothies

伝達システムの革新による課題解決とコロナ後の新しい製造ラインの仕組みづくり

コロナ時代のオンライン住宅相談企画

冷蔵冷凍の入れ替えによる宴会メニューのブラッシュアップ

味噌をＵＰＤＡＴＥするインフルエンサーマーケティングを駆使した非対面型販売ＷＥＢ販売

の強化

「寅吉」ブランドから「片桐寅吉」ブランドへのリブランディングにより売上拡大を図る

当社ホームページサービスのブランド力向上と売上増強のための販促プラン

コロナ対応による、スタッフとお客様の接触を避ける為の注文タッチパネル導入事業

テイクアウトやデリバリー、コーヒーやジェラートなどの販売を目的としたデリカッセンの拠

点「pollonero」の開店

新型ウィルス対策を講じた新しい生活様式を取り入れたこれからの旅作りの周知徹底

Web動画を活用したSNS集客プロモーション

自社の非対面営業実行とインサイドセールス型営業支援提供の実現

ＩＴを使用した新販路構築と作業効率化



3　食の商品開発補助

No 企業名

1 ヤマキ食品

2 越後しらたま本舗（株）

3 農園CuRA!

4 農事組合法人ファーム横土居

5 ROOTs

6 （株）あんフーズ新潟

7 ティオペペ

8 まつや（株）

9 （株）にこっと

10 今代司酒造（株）

4　インターネットショッピングモール出店補助金

朝妻酒造㈱ 合同会社アレコレ ヤマヨ果樹園 ㈱イデアル

㈲畑山建築 Parts by onnmo ㈲阿部ホテー堂 ㈱井出養蜂園

㈱ベジ・アビオ ㈱塚田牛乳 ㈱大橋洋食器 ㈲堀周商店

Jewel BLACK ㈱よね一 ㈱メリーズ 小林仏壇店

㈱ウオショク にいがた匠の杜㈱ 御菓子司まさや ㈱奥次郎

雪国あられ㈱ ㈲割烹ふじ田 ㈲グランブーケ ㈲麺匠高野

㈱ローヤルチョコ ㈱A-line ㈱八 ㈲小富士屋

㈱佐海商事 俺のとんこつラーメン伝丸 飛翔堂 ㈱鈴木コーヒー

㈱篠原商店 ちゃんこ大翔龍 ひだか農園 ㈱トアイリンクス

春夏秋冬 ㈱イジルシ 立川織物 ㈱峰村商店

㈱金巻屋 Atelier CHIANTI ㈱小針水産 こかげカフェ

近藤菜園 Attain ㈱古町糀製造所 高取商店

アートプロモーション

乳酸発酵甘酒新商品開発

食シーンを絞った「新たなあんこ商品」の開発

白根産夢味豚（ムーミートン）の生ハムの小売商品パッケージ開発

支援事業

お茶漬けのパッケージ改良

台湾スイーツ「シャオマーシュー」の小売商品開発

「缶入りハーブティー」のパッケージ開発

新商品「しるきーもdeガリット」のパッケージリニューアル

主力商品となる新商品を開発し、卸売、ネット販売できる、新たな販路ルートを確立する

ベトナム向け新商品のパッケージ開発

日本海産紅ズワイを使用した「かに身入り甲羅みそ」の開発とブランド化

企業名（４９社）



5　食の商談促進事業

（有）がんこ屋 （株）新生バイオ たなか農園 （株）楽々

ＲＯＯＴｓ 新潟ボイセンベリー生産組合 （株）ウオショク Ｌｉｆｅ＆Ｌｉｆｅ

（株）ベジ・アビオ （株）清野屋 Ｆａｒｍ　Ｓｈｉｄａ 柳都パートナーズ（株） 

（株）あんフーズ新潟 にいがた雪室ブランド事業協同組合 （有）村山健次商店

6　見本市出展補助事業

No 企業名

1 （株）第一印刷所

2 （株）リバースジャパン

3 JASPA（株）

4 マルシン食品（株）

5 小池ろうそく店

6 （株）片桐鉄工所

7　技術開発補助事業

No 企業名

1 新潟電子工業（株）

2 OfficeNOBU（株）

企業名（１５社）

補助内容

新規蓄電池システムの開発

X線不透過像遺影マーカー用貴金属線をガイドワイヤー、カテーテルに巻き付ける技術の開発

第56回全国仏壇仏具総合展示見本市

国際粉体工業展 東京2020

出展見本市

インターナショナルプレミアム・インセンティブショー秋2020

第11回スパ&ウエルネスジャパン2020

エンジンフォーラム神戸2020

第１３回国際OEM・PB開発展


