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あ な た の﹁ 挑 戦 ﹂を 応 援 し ま す ！

総合案内

挑戦する企業・起業家を
全力でサポートします
NICO（公益財団法人にいがた産業

企業の皆さまのために、ニーズに応じ

創造機構）は、「新潟県の産業をもっ

た各種支援メニューをご用意しており

と元気に」を使命に、チャレンジする

ます。

県内企業を応援しています。
今年度も、県内経済と雇用を支える

して「よろず支援拠点」、事業運営上の

県内企業の皆さまの取り組みや、直面

問題解決に対応する
「新潟県中小企業

■ 役職員数
103名
その他専門家 23名
計
126名

している個別課題の解決をサポートす

再生支援協議会」、後継者不在など事業

るため、きめ細かな支援を実施してま

承継問題に対応する
「新潟県事業引継

■ 設立年月日
平成15年４月１日

いります。

ぎ支援センター」を設置しております。

■ 主管官庁
新潟県産業労働観光部
産業政策課

■ 組織
企画チーム
総務チーム
創業・経営革新チーム
経営基盤強化チーム
販売戦略チーム
販売促進チーム
産学連携チーム
情報戦略チーム
テクノプラザ
表参道・新潟館ネスパス
新潟県ソウル事務所
新潟県大連経済事務所
新潟県中小企業再生支援協議会
新潟県経営改善支援センター
新潟県事業引継ぎ支援センター
新潟県よろず支援拠点
新潟県プロフェッショナル人材戦略拠点
■ 連絡先
新潟市中央区万代島5-1
万代島ビル９階・10階
☎025 246 0025
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また、様々な経営課題の相談窓口と

具体的には、起業・創業する方、新

NICOの各種支援メニューをご活用

技術・新商品開発や販路開拓に取り組

いただくことで、県内企業の皆さまの

む企業、新分野や成長分野への進出、更

益々の発展に努めてまいります。

には海外への事業展開を検討している

NI CO の 戦略
① 創業を全面的にバックアップ

ネットワークを

むすぶ

② マーケティングベースの支援
③ 産学官連携を一貫して支援

企業と商品を

企業と人を

創る

育てる

④ ワンストップサービスの提供
⑤ 豊富な人材で専門分野をサポート

総合案内 2018

県内企業の皆さまの
挑戦やお悩みをサポートします！
創業したい！

海外展開したい！

市場や
顧客のニーズが
分からない…！

新事業の
立ち上げ方って??

ビジネストレンド
をつかみたい！
新商品・新技術を
開発したい！

IoTを導入・
活用したい！

売れる商品
づくりって??

共同研究の
パートナーが
見つからない…！

販路開拓したい！

人材育成したい！

ブランディングの
進め方が
分からない…！

効果的なプロモー
ションって??

多彩な支援メニュー により
取組みの「目的」や「段階」など ニーズに応じて
皆さまの 挑戦 を 応援します！
補助金等資金的支援
情報
収集

専門家等のアドバイス
企画
・
開発

セミナー・講座・研修
事業化
・
商品化

相 談
体 制

まずは、
総合相談窓口まで
お気軽にお問い合
わせください！

商品評価ブラッシュアップ支援

多様な
支援メニューを
組み合わせて
サポート！

オフィス・設備レンタル

テストマーケティング支援

マッチング支援

総合相談窓口

再生支援協議会

経営改善支援センター

ＮＩＣＯを活用してみたい、相談し
てみたいという方は、お気軽にお
問い合わせください。

財務上の問題を抱えており、事業
の再生・改善に意欲のある企業
のご相談をお受けします。

経営改善計画策定に要する費用
を助成します。
（上限200万円、
2/3補助）

☎025-246-0025

☎025-246-0096

☎025-246-0093

事業引継ぎ支援センター

プロフェッショナル人材戦略拠点

よろず支援拠点

下請けかけこみ寺

事業承継の悩みを抱える企業の
「事業引継ぎ」
をサポートします。

積極的な経営転換に必要となる
プロフェッショナル人材の採用を
サポートします。

売上拡大、創業、商品開発などの
相談に、経験豊富な専門家が対
応します。

企業間の取引上のトラブルのご
相談をお受けします。

☎025-246-0024

☎025-246-0058

☎025-246-0080

☎0120-418-618
☎025-246-0056
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●ご利用にあたって
取り組みの段階

▶ 情報収集段階

▶ 企画段階

▶ 事業化段階

事業計画作成や
法的手続きなどをサポート！

開業資金をサポート！

開業後もサポート！

おすすめ支援メニュー

起業・新事業展開個別相談会
よろず支援拠点（P.14）

取り組みの段階ごとに活用を

創業スタートアップセミナー

おすすめする支援メニューを

ベンチャー企業創出助成金
起業チャレンジ奨励金
U・Iターン創業加速化助成金
ふるさと企業応援助成金
提携保証ニコットⅠ・Ⅱ（P.5）

専門家派遣（P.14）
創業者セミナー

ニュービジネス雇用助成金
クラウドファンディング活用支援助成金
小規模企業者等設備貸与事業（P.5）

掲載しています。

創業準備オフィス
NARIC（ナリック）
（P.8）
ナノテク研究センター（P.8）

支援メニュー
各支援メニューの概要を掲載
しています。

ベンチャー企業創出助成金
新規性の高い技術やサービスのもとに、県内で創業する者、
もしくは決算を５期終えていない中小企業に対して、必要な
経費を助成します。最長で２カ年の連続申請が可能です。
■助成限度額 500万円以内 連続申請の場合、
２年目は300万円以内
■助 成 率 2/3以内

4月頃
創業・経営革新チーム ☎025-246-0051

●募集時期

●アイコンについて
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補助金等資金的支援

専門家等のアドバイス

商品評価ブラッシュアップ支援

オフィス・設備レンタル

マッチング支援

テストマーケティング支援

セミナー・講座・研修

総合案内 2018

創業支援
創業支援

事業計画作成から創業後のフォローアップまで、専門家相談や助成金により起業に挑戦する方を支援します。
▶ 情報収集段階

▶ 企画段階

▶ 事業化段階

事業計画作成や
法的手続きなどをサポート！

開業資金をサポート！

開業後もサポート！

起業・新事業展開個別相談会
よろず支援拠点（P.14）
創業スタートアップセミナー

ベンチャー企業創出助成金
起業チャレンジ奨励金
U・Iターン創業加速化助成金
ふるさと起業家応援助成金
提携保証ニコットⅠ・Ⅱ（P.5）

専門家派遣（P.14）
創業者向けセミナー

ニュービジネス雇用助成金
クラウドファンディング活用支援助成金
小規模企業者等設備貸与事業（P.5）
創業準備オフィス
NARIC（ナリック）
（P.8）
ナノテク研究センター（P.8）

ベンチャー企業創出助成金

ふるさと起業家応援助成金

新規性の高い技術やサービスのもとに、県内で創業する者、
もしくは決算を５期終えていない中小企業に対して、必要な
経費を助成します。最長で２カ年の連続申請が可能です。

ふるさと納税の仕組みを活用して、県内で創業する者、もし
くは決算を5期終えていない者に対して、起業に必要な経費
を助成します。※コンテストへの参加が必要です。

■助成限度額
■助 成 率

■助成限度額
■助 成 率

500万円以内 連続申請の場合、
２年目は300万円以内
2/3以内

4月頃
創業・経営革新チーム ☎025-246-0051

●募集時期

100万円以内
（同額の上乗せ補助あり）
10/10 （上乗せ補助分1/2以内）

5月頃
創業・経営革新チーム ☎025-246-0051

●募集時期

起業チャレンジ奨励金

クラウドファンディング活用支援助成金

幅広い創業の促進と雇用の創出を目的として、地域に密着し
た身近な創業に必要な経費を助成します。ふるさと起業応
援助成金との併願申請が可能です。

創業者・第2創業者等がクラウドファンディングの活用による
事業拡大や事業PRを行う際のファンド組成手数料を助成し
ます。

■助成限度額 100万円以内 但し、
一定条件のもとで300万円以内
■助 成 率 1/2以内

■助成限度額
■助 成 率

5月頃
創業・経営革新チーム ☎025-246-0051

●募集時期

100万円以内
1/2以内

4月頃
創業・経営革新チーム ☎025-246-0051

●募集時期

Ｕ・Ｉターン創業加速化助成金

起業・新事業展開個別相談会

Ｕ・
Ｉターン創業に必要な経費を助成します。

起業・新事業展開に関するお悩みのご相談を、
ＮＩＣＯアドバ
イザーがお受けします。
（相談無料）

■助成限度額
■助

成

率

100万円以内
但し、一定条件のもとで300万円以内
1/2以内

4月頃
創業・経営革新チーム ☎025-246-0051

●募集時期

＜担当アドバイザー＞
くらたアドバイザー
田中アドバイザー

概ね毎月
創業・経営革新チーム ☎025-246-0051

●募集時期

ニュービジネス雇用助成金

創業準備オフィス

新潟県の戦略産業分野(
「生活創造産業」
「先端技術産業」
)にお
ける、新たな雇用に係る人件費等を助成します。

創 業しようとする個 人 等に対し、朱 鷺メッセ万 代 島ビル
11階のオフィススペースを提供します。
入居者の成長をトータルかつ強力にサポートします。

■助成限度額
■助 成 率

500万円以内
2/3以内

４月頃
創業・経営革新チーム ☎025-246-0051

●募集時期

■使 用 料 4,800円/月〜
■入居期間 原則1年以内

随時
創業・経営革新チーム ☎025-246-0051

●募集時期
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新事業展開
新技術開発や新分野進出、新事業展開などの経営革新の取り組みを、助成金などにより支援します。
事業化・販売段階
▶ 企画・開発段階

▶ 事業化・販路開拓段階

新たな取り組みのための
調査資金や開発資金をサポート！

展示会出展や出展経費助成で
販路開拓をサポート！

ゆめづくり助成金
イノベーション推進助成金
建設企業経営革新支援助成金
提携保証ニコットⅠ・Ⅱ
ニュービジネス雇用助成金（P.4）
クラウドファンディング活用支援助成金（P.4）

地域中核企業国内販路開拓促進事業

次世代産業技術創出支援事業（P.7）

小規模企業者等設備貸与事業
生産性牽引投資促進事業（マイナス金利制度）
NARIC（P.8）
ナノテク研究センター（P.8）

経営革新の取組支援
新事業展開に関する個別相談会（P.4）
産学官連携コーディネート（P.7）
専門家派遣（P.14）
よろず支援拠点（P.14）

具体的な支援内容は、
分野に応じて P.7 〜をご覧ください。

ゆめづくり助成金

小規模企業者等設備貸与事業

独自の技術やアイデアを新たな事業展開につなげるための
各種調査事業に必要な経費を助成します。

小規模企業者や創業者等が創業・経営革新に必要な設備を
割賦販売またはリースします。

■助成限度額
■助 成 率

■利率及び月額リース料率
（割賦）
1.2％ （リース）
3年2.928％〜10年0.974％
■利 用 額 100万円〜１億円
（税込）

50〜100万円以内
1/2以内

4月頃
創業・経営革新チーム ☎025-246-0051

●募集時期

随時
経営基盤強化チーム ☎025-246-0056

●募集時期

イノベーション推進助成金

生産性牽引投資促進事業（マイナス金利制度）

新規性の高い技術等の研究開発事業及び独自の技術やア
イデア等で従来にはない画期的な製品開発の必要な経費を
助成します。

生産性向上につながる成長のための設備投資について、
所定の利子に相当する金額を助成します。
■助

成

額

1,000万〜５億円の融資に対する利子相当額

■助成限度額 100〜500万円以内
（地域中核企業枠 100〜1,000万円以内）
■助成率
1/2以内（地域中核企業枠 2/3以内）

4月頃
創業・経営革新チーム ☎025-246-0051

●募集時期

建設企業経営革新支援助成金

経営革新の取組支援

建設企業が新分野への進出や新技術・新工法の開発に取り
組む際に必要な経費を助成します。

中小企業の新たな取り組みを支援する中小企業新事業活動促進
法による支援措置を受けるために必要な「経営革新計画」の作成
アドバイスを行います。また承認後のフォローアップを行います。

■助成限度額
■助 成 率

50〜200万円以内
1/2以内

4月頃
創業・経営革新チーム ☎025-246-0051

●募集時期

提携保証ニコットⅠ・Ⅱ
ＮＩＣＯの指定する助成金の交付決定者かつ推薦を受けた者
を対象とした、新潟県信用保証協会との連携保証制度です。

随時
創業・経営革新チーム ☎025-246-0051

●募集時期
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10/9まで
経営基盤強化チーム ☎025-246-0056

●募集時期

＜経営革新計画承認による支援措置＞
「政府系金融機関の低利融資」
「信用保証の特例」
など

随時
創業・経営革新チーム ☎025-246-0051

●募集時期

総合案内 2018

IT の 導 入・活用
新事業展開

県内企業によるAI・IoT等の先進技術の活用による付加価値向上等を図るため、AI・IoT等の先進技術を活用した
ビジネスアイデアの創出から試作開発による実証、人材育成まで、一貫して支援します。
▶ 情報収集段階

▶ 企画段階

▶ 開発支援段階

最新技術動向等を提供！

アイデア創出をサポート！

試作開発資金をサポート！

IT技術動向セミナー

先進技術開発支援事業

ITの導入・活用

IoTビジネス実践力強化支援事業
革新的ビジネスモデル創出推進事業
AI・IoT導入推進人材育成事業
高度IT人材育成研修事業

よろず支援拠点（P.14）
専門家派遣（P.14）

経営革新の取組支援（P.5）
ニュービジネス雇用助成金（P.4）
建設企業経営革新支援助成金（P.5）

先進技術開発支援事業

AI・IoT導入推進人材育成事業

AI・IoT等を活用したシステムやロボット本体及び周辺機器
等の試作開発に要する経費を助成します。

AI・IoT等の先進技術の導入をコーディネートできる人材を
育成する講座を開催します。
URL：https://www.nico.or.jp/kensyu/

■助成限度額
■助 成 率

150〜250万円以内
1/2以内

4月頃
情報戦略チーム ☎025-246-0069

●募集時期

Ｉ
Ｔ技術動向セミナー
AI・IoT等の先進技術動向やユーザー側のニーズをIT企業に
提供するためのセミナーを開催します。

年4回程度
情報戦略チーム ☎025-246-0069

●募集時期

下期
情報戦略チーム ☎025-246-0069

●募集時期

高度IT人材育成研修事業
AI・IoT時代に必要な技術・ノウハウ(ビジネスアイデアの創
出、
ビックデータの活用、IoT時代のプログラミング等)を習
得する講座や高度な開発設計技術を有する技術リーダーク
ラスの人材を育成する講座を開催します。
URL：https://www.nico.or.jp/kensyu/

随時
情報戦略チーム ☎025-246-0069

●募集時期

IoTビジネス実践力強化支援事業
IoT等の導入・活用に向けた技術要素やビジネス展開ノウハ
ウを実践的に学ぶ講座を開催します。
〈主な講座内容〉
セミナー、事例研究、実習、
ワークショップ等

上期
情報戦略チーム ☎025-246-0069

●募集時期

革新的ビジネスモデル創出推進事業
様々な業種の人との対話を通じて、新たなアイデア創出や
ビジネスモデル構築などを行うイベント
（アイデアソン・ハッ
カソン）
を開催します。

下期
情報戦略チーム ☎025-246-0069

●募集時期

6

商品開発 ▶ 販路開拓
（機械・技術）
新技術開発や販路開拓の取り組みを、助成金や共同研究のコーディネートにより支援します。
▶ 企画・開発段階

▶ 事業化・販路開拓段階

開発資金や共同研究をサポート！

展示会出展や出展経費助成で販路開拓をサポート！

次世代産業技術創出支援事業
ニュービジネス雇用助成金（P.4）
ゆめづくり助成金（P.5）
イノベーション推進助成金（P.5）
建設企業経営革新支援助成金（P.5）
先進技術開発支援事業（P.6）
ものづくり支援制度説明会
産学官連携研究会・交流会
長岡モノづくりアカデミー
産学官連携コーディネート
経営革新の取組支援（P.5）
専門家派遣、よろず支援拠点（P.14）

地域中核企業国内販路開拓促進事業
新規取引先の紹介あっせん

国内展示会 NICO ブース出展

個別商談会

よろず支援拠点（P.14）
ネスパスオープンオフィス（P.8）

設備導入支援
小規模企業者等設備貸与事業（P.5）

生産性牽引投資促進事業
（マイナス金利制度）
（P.5）

ＮＡＲ
ＩＣ（P.8）
ナノテク研究センター（P.8）

次世代産業技術創出支援事業

長岡モノづくりアカデミー

国等の競争的資金獲得のため、産学連携による新技術の開発
前段階の事業可能性調査や研究に必要な経費を助成します。

長岡技術科学大学、長岡工業高等専門学校、新潟県工業技
術総合研究所及び地域企業等と連携して、機械設計に関す
る基礎及び専門知識の習得を目指す講座を開催します。
URL：http://www.n-phoenix.jp/

■助成限度額
■助成率

300〜1,000万円以内
2/3以内

4月頃
産学連携チーム ☎025-246-0068

●募集時期

随時
テクノプラザ ☎0258-46-9711

●募集時期

地域中核企業国内販路開拓促進事業

産学官連携コーディネート

地域内に協力企業を多数抱える企業に対し、国内の見本市
等の出展経費を助成します。

大学シーズや川下企業等とのマッチング、公設試等と連携し
た共同研究体制の形成、国等の競争的資金の獲得を支援し
ます。研究開発の技術的課題や事業化に向けた問題解決の
ための支援も行います。

■助成限度額
■助 成 率

300万円以内
1/2〜2/3以内

5/7まで
経営基盤強化チーム ☎025-246-0056

●募集時期

随時
産学連携チーム ☎025-246-0068

●募集時期

ものづくり支援制度説明会

新規取引先の紹介あっせん

研究開発に関する国等の施策や支援制度を紹介する説明会
を開催します。あわせて個別相談会も開催します。

外注加工に関して、発注企業、受注企業からの申し出を受け、
それぞれの希望や条件にあった企業を紹介あっせんします。

２月下旬
産学連携チーム ☎025-246-0068

●開催時期

随時
経営基盤強化チーム ☎025-246-0056

●募集時期

産学官連携研究会・交流会

個別商談会／国内展示会NICOブース出展

企業と大学、公設試等との情報交換や交流の場、研究開発の
動機付けの場として、研究会や交流会などを開催します。

大手メーカーに対して新たな技術提案を行う商談会を開催
します。また、国内展示会にNICOブースを出展し、共同出展
企業の販路開拓を支援します。
＜出展予定＞
名古屋機械要素技術展、機械要素技術展、関西機械要素技術展

秋頃
産学連携チーム ☎025-246-0068

●開催時期
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●募集時期 展示・商談会ごとに募集
経営基盤強化チーム ☎025-246-0056

総合案内 2018

研究開発オフィス ＮＡＲ
ＩＣ
（ナリック）
新技術・新製品開発に取り組む研究開発型企業等を対象に、
長岡インター近隣のオフィススペースを提供します。大学な
ど研究機関とのネットワークを活用し、研究開発の事業化を
サポートします。

商品開発 ▼ 販路開拓
︵機械・技術︶

研究開発設備ナノテク研究センター
超精密加工や薄膜作製、微細表面性状測定などのナノテク
ノロジー加工に関する装置と精密加工室、
クリーンルーム
の利用提供を行います。
（ながおか新産業創造センター
（NBIC）
内）

■使用料 48,000円/月〜

利用料
（１時間あたり）

随時
テクノプラザ ☎0258-46-9711

●募集時期

ドライエッチング装置

5,000円

ダイシング装置

3,500円

電子線描画装置

4,500円

表参道・新潟館ネスパス オープンオフィス

非接触三次元測定機

3,000円

ナノ加工機

4,000円

首都圏でのビジネス展開を目指す県内企業に対し、表参道・
新潟館ネスパス2階のオープンオフィスを提供します。

スパッタリング装置

4,000円

■使用料 53,000円/月〜

随時
テクノプラザ ☎0258-46-9711

随時
企画チーム ☎025-246-0038

●募集時期

●募集時期

支 援

マコー株式会社

事 例

〒940-2032 長岡市石動町字金輪525 TEL.0258-47-1729 FAX.0258-21-4124
E-mail inquiry@macoho.co.jp URL http://www.macoho.co.jp

NICOクラブ会員

ウェットブラスト工法に特化し
技術とノウハウを構築
創業当初からウェットブラスト工法一筋に取り組み、世界でも稀な
ウェットブラスト装置専門メーカーとして事業を展開するマコー株式会
社。ウェットブラストとは、研磨材、水、空気を利用して、金属やプラスチッ
クなどの表面の洗浄・加工・改質を行う技術。近年は、
ウェットブラストを
利用して冷間鍛造の前処理工程を一貫ラインで行う、
コンパクトで環境
にやさしい
「WLS」
装置を開発。当初は自動車部品がメインだったが、各
種産業部品や特殊鋼材へと用途を広げ、注目を集めている

課題の解決に向けた
３Dサポート材除去装置を開発

代表取締役

松原

幸人 氏

水と研磨材の混合液・スラリーを、
圧縮
エアの力を使って高速で対象物に噴
射することで、表面の洗浄・加工・改質
を同時に行う
「ウェットブラスト工法」
。

さまざまな分野の課題に対応し、独自の製品を生み出してきた同社。
その一つが3Dサポート材除去装置だ。
３Dプリンターで造形したモデル
は必ず表面にサポート材が付着するため、手作業での除去が大変だっ
た。そこでウェットブラストをかけることで、入り組んだ部位でも簡単に
除去できる装置を開発したのだ。その後、
「高付加価値化サポート助成事
業」
を活用して
「３Dサポート除去用小型手動機」
にも取り組み、商品化。
こうした市場のニーズをキャッチするため、同社は毎年
「SURTECH 表
面技術要素展」
に出展。出展には、
「地域中核企業国内販路開拓促進事業
費助成金」
も活用した。

「SURTECH2017 表面技術
要素展」に出展。国内での
新市場を見つける重要な場
となっている。
「SURTECH2018」
にも
「地
域中核企業国内販路開拓
促進事業費助成金」
を活用
し、出展する。

グローバルニッチトップを目指し
海外展開を強化
「長岡モノづくりアカデミー」
を活用して人材育成に力を入れるととも
に、近年は外国人の採用も進めている同社。
「 海外市場獲得サポート事
業費助成金」
や
「中小企業等外国出願支援事業費補助金」
などの海外展
開に関する支援メニューも利用し、海外進出の強化を図っている。
2015年にサービス拠点を開設したアメリカでは、サポート体制を充実
させながら、現地法人の営業開拓を推進。今後は自動車部品で世界トッ
プの生産量を誇る中国へのPRにも力を入れる。
ウェットブラスト工法が今後世界でどのように進化していくのか、
注目していきたい。

NICO支援メニュー

コレを活用！

【商品・技術開発】「高付加価値化サポート助成事業」
※H30〜「イノベーション推進助成金」

【 人 材 育 成 】「長岡モノづくりアカデミー」
【国内販路開拓】「地域中核企業国内販路開拓促進事業費助成金」
【 海 外 展 開 】「海外市場獲得サポート事業費助成金」
「中小企業等外国出願支援事業費補助金」
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商品開発 ▶ 販路開拓
（食品）
首都圏や関西圏などの大消費地での販路開拓に向け、新商品開発のアドバイスやバイヤーとのマッチングなどに
より支援します。
▶ 商品開発／マーケティング

▶ 販路開拓

商品づくりをプロがアドバイス！

展示会開催や出展経費助成で販路開拓をサポート！

商品開発講座
ｅコマーススペシャリスト育成プログラム（P.11）
食の専門家個別相談会、食品表示個別相会
専門家派遣
（P.14）
、
よろず支援拠点
（P.14）

うまさぎっしり新潟・食の大商談会
買いまっせ！売れ筋商品発掘市

スーパーマーケット・トレードショー2019
バイヤー招聘による個別商談会
新潟物産展

「新潟うまいもの」
セレクション会議

商品のブラッシュアップをサポート！
ニュービジネス雇用助成金（P.4）
ゆめづくり助成金、イノベーション推進助成金
（P.5）
建設企業経営革新支援助成金
（P.5）
ゆめづくり助成金、イノベーション推進助成金
（P.5）
次世代産業技術創出支援事業
（P.7）
訪日外国人向け商品開発支援事業助成金（P.11）

地域中核企業国内販路開拓促進事業（P.7）
よろず支援拠点（P.14）
ネスパスオープンオフィス（P.8）

設備導入支援
小規模企業者等設備貸与事業（P.5）

生産性牽引投資促進事業
（マイナス金利制度）
（P.5）

ネスパスでのテスト販売

商品開発講座

表参道・新潟館ネスパスでのテスト販売

商品の開発および販路拡大のための基礎的知識について、
グループワークを通じて、専門家より講義を行ないます。

ネスパス内「食楽園」の売り場で２ヵ月間販売をし、首都圏
消費者のニーズを調査します。

５月頃
販売促進チーム ☎025-246-0044

●募集時期

隔月
販売促進チーム ☎025-246-0044

●募集時期

食の専門家による個別相談会

うまさぎっしり新潟・食の大商談会

新商品の開発、既存商品のブラッシュアップ、首都圏での販
路開拓、商品の価格設定などのご相談をＮＩＣＯアドバイザー
がお受けします。

サンシャインシティ
（池袋）の展示場で首都圏の流通・外食・
ホテル業等のバイヤーに向けて展示商談会・予約商談会を
開催します。

＜担当アドバイザー＞
白石アドバイザー

概ね毎月
販売促進チーム ☎025-246-0044

●募集時期

4〜5月
販売促進チーム ☎025-246-0044

●募集時期

食品表示個別相談会

スーパーマーケット・トレードショー2019

食品表示に関するご相談を専門家がお受けします。

国内最大級の食の見本市
「スーパーマーケット・トレードショー
2019
（幕張メッセ）
」
への出展を支援します。

６月、11月頃
販売促進チーム ☎025-246-0044

●募集時期

「新潟うまいもの」セレクション会議
流通関係者等が、専門的な視点から商談を見据えた実践的な
アドバイスを行うセレクション会議を開催します。評価の高い
商品は、
販路開拓等の支援を行います。

5〜6月
販売促進チーム ☎025-246-0044

●募集時期

買いまっせ！売れ筋商品発掘市
関西圏での販路拡大のため、
大阪市で開催される商談会
「買い
まっせ！売れ筋商品発掘市」
への参加を支援します。

＜支援の内容＞
カタログ掲載、
セールスレップ
（商品提案）

5月頃
販売促進チーム ☎025-246-0044

●募集時期
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●募集時期

６月頃

販売促進チーム ☎025-246-0044

総合案内 2018

新潟物産展

個別商談会を開催し、成長が期待される新たな流通分野へ
の販路開拓を支援します。

食品や工芸品など優れた県産品の販路拡大を図るため全国
各地の有名百貨店で新潟物産展を開催します。

商品開発 ▼ 販路開拓
︵食品︶

バイヤー招聘による個別商談会

※原則として
「大新潟まつり実行委員会」
への登録が必要
＜開催会場
（予定）
＞ 大分トキハ、横浜京急、鹿児島山形屋など

随時
販売促進チーム
大新潟まつり実行委員会事務局

●募集時期

販売促進チーム

☎025-246-0044

支 援

有限会社たちばな

事 例

〒940-1154 長岡市宮栄3-5-18 TEL.0258-32-1533 FAX.0258-37-2818
E-mail tachibana@misodama.jp URL http://misodama.jp

☎025-246-0044
☎025-246-0046

NICOクラブ会員

スローフード精神をベースに伝統の味噌や
漬け物、新感覚の商品を発信
味噌、漬物などの発酵食を製造販売する有限会社たちばなは、老舗の
味噌醸造会社を事業継承し、2009年に、株式会社丸菱電子のグループ
会社として設立。
「地産地消」
を大切にする同社は、国産や新潟県産、長岡産の原料にこだ
わった商品開発が特徴。6年前からは自家農園で長岡巾着茄子や梨茄子、
たい菜など長岡の伝統野菜を栽培し、
辛子茄子や漬物に使用している。

代表取締役社長

南

直樹 氏

失われつつある地元の食を
受け継ぎ、伝えていく
看板商品の味噌は、伝統製法で作るベーシックな味噌をはじめ、個性
を打ち出したプレミアム味噌や雪室熟成味噌『ほぅ味みそ』などを展開。
味噌を使ったスイーツ、チーズの味噌漬けなど現代にマッチした新感覚
の商品も好評だ。
同社はNICOの
「食の大商談会」
などに参加し、首都圏を中心に販路開
拓を推進。また、イタリアのスローフード展にも出展するなど、海外進出
も将来の視野に入れている。
スローフードの理念に感銘を受け、地域伝統の味を大切にしながらも
自由な発想で商品を生み出す同社。越後長岡の食の魅力が世界へ広
がっていく今後に注目したい。

表参道・新潟館ネスパス
県産品の販売、飲食の提供、
イベントの開催を通じ、
新潟の情報を発信するとともに、県内生産者への
フィードバックにも取り組んでいます。また東京観光
センター、
Ｕターン情報センターを設置しています。
URL：https://www.nico.or.jp/nespace
表参道・新潟館ネスパス ☎03-5771-7711
「オープンオフィス」
（P.8）
や
「展示・交流スペース」
の
貸出も行っています。

創業当時からの製法を守る米味噌「壱縁
（いちえん）
」
と浮麹味噌の
「伍縁
（ごえん）
」
。味噌では珍しい瓶詰めで、
スタイリッシュなデザインのパッケージ
など、
商品のイメージ作りにも力を入れている
（写真上）
。長岡野菜を代表す
る
「長岡巾着茄子」
の辛子茄子は、
昔から地元で愛されてきた
「おばあちゃん
の味」
を再現。味噌漬けも、
あえて昔ながらの
「しょっぱい味」
を大切にしてい
る
（写真下）
。

NICO支援メニュー

コレを活用！

【 商 品 開 発 】「新潟うまいものセレクション会議」
【国内販路開拓】「うまさぎっしり新潟・食の大商談会」
「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」
【 海 外 展 開 】「海外市場獲得サポート事業費助成金」

新潟のさまざまな
情報を東京で発信！

物産販売、飲食
新潟県産品の販売
（１F「新潟食楽園」
）
と、新潟の食文化を発信する飲
食の提供
（１F
「にいがたの味 静香庵」
、
B１F
「お食事処新潟食楽園」
）
を
行っています。
＜関連支援メニュー＞ テスト販売
イベント
１F
「イベントスペース」
では、週末を中心に
「新潟の食」
などをテーマと
したイベントを開催しています。
観光
２F
「新潟県観光協会 東京観光センター」
では、
新潟行きの旅行商品の
販売のほか、
県内各地の旬の観光情報を提供しています。
U・Iターン、暮らし相談
２F
「にいがたＵターン情報センター」
では、県内求人、企業情報等を提
供し、新潟へのＵ・Iターン希望者の支援を行っています。にいがた暮ら
し相談の相談窓口である、
「にいがた移住支援デスク ココスムにいが
た」
も併設されています。

10

商品開発 ▶ 販路開拓
（モノ）
首都圏や関西圏などの大消費地での販路開拓に向け、モノづくりの基本講習から商品評価による売れるモノづく
り支援、戦略的な新商品開発まで一貫して支援します。
▶ 商品開発／マーケティング

▶ 販路開拓支援

商品づくりをプロがアドバイス！

展示会出展や出展経費助成で販路開拓をサポート！

モノづくりクリニック、コトづくりクリニック
経営革新の取組支援（P.5）
専門家派遣、よろず支援拠点（P.14）

ｅコマーススペシャリスト育成プログラム
新潟物産展（P.10）

ねくすと創造塾

地域中核企業国内販路開拓促進事業（P.7）

商品のブラッシュアップをサポート！

よろず支援拠点（P.14）

ニイガタIDSデザインコンペティション
百年物語

ネスパスオープンオフィス（P.8）
「展示販売会」
等により、商品PRと販売促進を支援します。

クリエイティブ産業活用ものづくり支援事業
訪日外国人向け商品開発支援事業助成金
ニュービジネス雇用助成金（P.4）
建設企業経営革新支援助成金
（P.5）
ゆめづくり助成金、
イノベーション推進助成金
（P.5）
次世代産業技術創出支援事業
（P.7）

設備導入支援
小規模企業者等設備貸与事業（P.5）

新潟クリエイティブバンク

ねくすと創造塾

新潟のクリエイティブ産業と企業をつなぐことを目的とした
サイトで、県内のクリエイティブ事業者を紹介しています。ク
リエイティブ事業者の登録を随時受け付けています。

主に企業のマネジメントクラスを対象に、商品の企画開発ノ
ウハウの習得を目指すワークショップを開催し、モノづくり人
材の育成を図ります。

随時
■販売促進チーム 025-246-0044

●募集時期

６月頃
販売促進チーム ☎025-246-0044

●募集時期

クリエイティブ産業の活用によるものづくり支援

ｅコマーススペシャリスト育成プログラム

製造業とデザイナーのマッチング支援事業

「スキルアップ研修」
と
「モール内特設サイトでの販売」
によ
り、インターネット通販に必要なスキルを習得する研修を開
催します。

製造業の企業にプレゼンテーションを行っていただき、県内
のクリエイティブ事業者とのマッチングを行います。マッチ
ングが成立した場合、プロトタイプ開発支援助成金の申請
ができます。

5月頃
販売促進チーム ☎025-246-0044

●募集時期

6〜7月頃
企画チーム ☎025-246-0038

●募集時期

クリエイティブ産業の活用によるものづくり支援

モノづくりクリニック

プロトタイプ開発支援助成金

商品企画、デザインなどの「モノづくり」
に関するご相談を
NICOアドバイザーがお受けします。

製造業とデザイナーのマッチング支援事業にてマッチング
が成功した企業
（製造業）
を対象に、試作品開発等に必要な
経費の一部を助成します。
■助成限度額

100万円以内

■助成率

＜担当アドバイザー＞
中村アドバイザー

1/2以内

マッチングが成功した企業に案内
販売促進チーム ☎025-246-0044

●募集時期

概ね毎月
販売促進チーム ☎025-246-0044

●募集時期

訪日外国人向け商品開発支援事業助成金

コトづくりクリニック

2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機とし
た、訪日外国人向けの商品開発に必要な経費を助成します。

ブランディングや情報化などの
「コトづくり」
に関するご相談
を専門家がお受けします。

■助成限度額
■助 成 率

30万円以内
1/2以内

4月頃
企画チーム ☎025-246-0038

●募集時期
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生産性牽引投資促進事業
（マイナス金利制度）
（P.5）

●募集時期 未定
販売促進チーム ☎025-246-0044

総合案内 2018

百年物語

新商品や新たなシステム提案について、プロダクトデザイン、
流通、パブリッシング等幅広いジャンルの専門家がそれぞれ
の視点で審査を行います。出品作品については、ブラッシュ
アップのアドバイスなどを行います。

世界市場に向けた商品開発を行う、NICOと県内企業との
協働プロジェクトです。
国内外の展示会出展、販売会を通じて市場拡大とブランド
構築を進めます。

商品開発 ▼ 販路開拓
︵モノ︶

ニイガタＩＤＳデザインコンペティション

4月頃
販売促進チーム ☎025-246-0044

9月頃
販売促進チーム ☎025-246-0044

●募集時期

●募集時期

支 援

株式会社アオ

事 例

〒941-0003 糸魚川市大字中宿942 ㈱美装いがらし本社工場
TEL.025-555-2300 FAX. 025-555-4278
E-mail bisou@po5.nsk.ne.jp URL http://www.ao-daikanyama.com

NICOクラブ会員

ao daikanyama（アオダイカンヤマ）
〒150-0034 東京都渋谷区代官山町10-4
TEL.03-3461-2468 FAX.03-3461-8258

ファクトリーブランドの設立で
価格決定権のある商品作りへ

「百年物語」2017年
モデルの和紙ガーゼ
インナーシュラフ。藍
染めには消臭、防虫
の効果が期待できる。
原料となる藍も自社
栽培によるもの。

縫製メーカーである株式会社美装いがらしが、自社製造技術を強みに
変えようと13年前に立ち上げたファクトリーブランド
『ao』。全製品ガー
ゼ素材で、快適な着心地と洗練されたデザイン、確かな縫製技術から全
国に市場を広げている。
デザインや加工技術のレベルアップに積極的に挑戦してきた同社。世
界市場に向けた商品開発を行う
『百年物語』
にも参加し、2016・2017の
商品開発では、生地の開発にも携わった和紙とコットンで織ったガーゼ
のアイテムを誕生させた。この和紙ガーゼを武器にファッションだけでな
く、寝具類など新しい分野へ進出。現在は売上の約半分が価格決定権を
持つ商品となった。

縫製メーカーが生き残るための
チャレンジを力強くサポート

代表取締役社長

五十嵐

昌樹 氏

和紙の持つ耐久性とガーゼの心地よい肌触りがひとつになった、和紙
ガーゼの商品
（「百年物語」
2016年モデル）
。
ハイクラスの宿泊施設のリネ
ンに採用されるなど、
快適さを追求したその高い品質が評価されている。

商品開発や設備導入、東京への出店など、さまざまな契機にNICOの
アドバイザーや事業コーディネーターの助言も活用してきた同社。
「アド
バイザーは異業種の幅広い情報と視野があり、相談する安心感がありま
す。こちらの提案も否定せず、考え方の道筋を示してくれる。」
と五十嵐
社長。
常に新しい挑戦に取組んでいる同社に、今後も注目していきたい。

NICO支援メニュー

コレを活用！

【商品・技術開発】「百年物語」
「ゆめ・わざ・ものづくり支援事業」
※H30〜「イノベーション推進助成金」
「アドバイザー等の助言・指導」

会員
募集中 !

NICOクラブ
NICOクラブは、NICOをよりご活用いただくため

主な会員特典

旬なビジネス情報をお届けします！

特典 1 「NICOクラブセミナー」の開催
各業界で活躍する専門家を講師にお迎えして、
セミナーを開催
しています。
セミナーの趣旨をまとめた
「セミナー通信」
もお届けします！

に、支援情報やビジネストレンド情報をお届けする
会員制度です。
「NICOを上手に活用したい」
「支援情報やビジネス
ヒントが欲しい」
とお考えの方は、
どうぞNICOクラ

特典 2

機関紙
「NICOプレス」
をお届け
（年10回）

ブにご加入ください。
（随時募集）

年会費：3,000円
URL https://www.nico.or.jp/nicoclub/

特典 3 「NICOメールマガジン」
を配信
（毎週）
「LINE@」
を配信
（毎週）

特典 4

一部セミナー・講座のご優待

※この他にも会員特典をご用意しています！
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海外展開
海外展開を目指す取り組みを、現地情報の提供や現地活動のサポート、助成金などにより支援します。
▶ 情報収集段階

▶ 企画段階

▶ 事業化・販売段階

海外のビジネストレンドを提供！

現地情報の収集をサポート！

展示会出展や現地活動、
外国特許の取得をサポート！

海外ビジネスセミナー
海外人材養成講座
海外展開に関する個別相談
よろず支援拠点（P.14）
専門家派遣（P.14）

海外ビジネスコーディネーター
経営革新の取組支援（P.5）
海外市場獲得サポート事業費助成金
訪日外国人向け商品開発支援事業助成金（P.11）

海外見本市等出展事業助成金
海外販路開拓人材活用事業費助成金
中小企業等外国出願支援事業補助金
食品輸出商談会
海外見本市NICOブース出展

海外市場獲得サポート事業費助成金
輸出拡大に向けた、海外での市場調査や販路開拓（見本市
出展等）
に係る経費を助成します。
■助成限度額
■助 成 率

100万〜1,000万円以内
1/2〜2/3以内

4月
販売戦略チーム ☎025-246-0063

●募集時期

現地事情などをレクチャーするセミナーや、海外展開を担う
人材を育成するリーダー養成講座を開催します。

養成講座は5月
（予定）
販売戦略チーム ☎025-246-0063

●募集時期

海外見本市等出展事業助成金

海外展開に関する個別相談

海外見本市等への出展経費の一部を助成します。

海外展開に関するお悩みのご相談を、
ＮＩＣＯアドバイザーが
お受けします。
（相談無料）

■助成限度額 35万円以内
■助 成 率 総経費の1/2以内

●募集時期

4月

販売戦略チーム ☎025-246-0063

〈担当アドバイザー〉
田辺アドバイザー

随時
販売戦略チーム ☎025-246-0063

●募集時期

海外販路開拓人材活用事業費助成金

海外ビジネスコーディネーター

海外販路開拓のための人材を雇用した場合に、その人
件費の一部を助成します。

海外に配置したコーディネーターが、現地活動をサポートし
ます。
（無料）

■助成限度額
■助 成 率

250万円以内
1/4以内

随時
販売戦略チーム ☎025-246-0063

●募集時期

中小企業等外国出願支援事業補助金
外国への特許等の出願に必要な経費の一部を補助
します。
■助成限度額
■助 成 率

450万円以内
3/4以内

5月頃
経営基盤強化チーム ☎025-246-0056

●募集時期
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海外ビジネスセミナー
海外人材養成講座

〈主なコーディネーター配置国〉 中国、韓国、
タイ、ベトナム、
シンガポール、
ロシア、台湾、モンゴル、
アメリカ 等

随時
販売戦略チーム ☎025-246-0063

●募集時期

食品輸出商談会／
海外見本市NICOブース出展
台北での商談会や海外バイヤーを招聘した商談会を開催し
ます。また、海外見本市にNICOブースを出展し、共同出展
企業の販路開拓を支援します。
●募集時期 展示・商談会ごとに募集
販売戦略チーム 025-246-0063

総合案内 2018

相談体制
海外展開

NICOを活用してみたい、
相談したいという方は、
まずは総合相談窓口にお問い合わせください。
また、
各専門分野の
アドバイザー、
コーディネーターの配置や専門的な相談部署の設置により、
相談体制の充実を図っています。

新潟県よろず支援拠点

経営革新、新技術・新商品開発・経営改善などに取り組む企業
の皆さまの経営課題の解決を図るため、
ＮＩＣＯ登録の民間専
門家を派遣します。

創業、売上拡大、商品開発、販売促進などのご相談を経験豊
富なコーディネーター
（弁護士、税理士、中小企業診断士、社
労士、デザイン、食品等）
がお受けします。
URL：https://www.nico.or.jp/yorozu/

■費用負担

●募集時期

15,000〜28,500円/回

随時

随時
新潟県よろず支援拠点

●募集時期

創業・経営革新チーム ☎025-246-0051

☎025-246-0058

総合相談窓口

新潟県中小企業再生支援協議会

ＮＩＣＯを活用してみたい、
まずは相談したい方向けに総合相
談窓口を設置しています。お気軽にお問い合わせください。

財務上の問題を抱えているが、事業の収益性や将来性があ
り、事業の再生・改善に意欲を持つ中小企業の皆さまからの
ご相談をお受けします。
URL：https://www.nico.or.jp/saisei/

●募集時期

随時

随時
新潟県再生支援協議会

●募集時期

企画チーム ☎025-246-0025

NICOサポートオフィス
NICOカフェ
（出張相談会）
■NICOサポートオフィス
長岡と県央に第１、
３水曜にNICO職員が常駐し、相談窓口を設置します。
■NICOカフェ
各地域の関係団体と協力し、相談会やセミナー等を開催します。

毎月
企画チーム ☎025-246-0038

●募集時期

☎025-246-0096

新潟県経営改善支援センター
条件変更や新規融資などの金融支援が必要な中小企業の皆
さまが、国の外部専門家の支援を受けて経営改善計画を策
定する場合に必要な経費を支援します。
■助成限度額
■助 成 率
●募集時期

200万円以内
2/3以内

随時

新潟県経営改善支援センター ☎025-246-0093

NICOアドバイザー個別相談

新潟県事業引継ぎ支援センター

創業・経営革新、経営基盤強化、商品開発など、各分野の
NICOアドバイザーがご相談をお受けします。

後継者不在などの悩みを抱える中小企業の皆さまの
「事業
引継ぎ」
を支援し、県内企業の円滑な事業承継をお手伝いし
ます。
URL：https://www.nico.or.jp/hikitsugi/

＜専門分野＞ マーケティング、
ビジネスプラン、広報、創業・経営
革新、商品開発
（食品・モノ）
、ITビジネス、海外展開

アドバイザーごとに募集
企画チーム 025-246-0025

●募集時期

随時
新潟県事業引継ぎ支援センター ☎025-246-0080

●募集時期

下請けかけこみ寺

新潟県プロフェッショナル人材戦略拠点

企業間の取引上のトラブルのご相談をお受けします。

新事業や新販路開拓など積極的な経営への転換に必要とな
るプロフェッショナル人材の採用をサポートします。
URL：https://www.nico.or.jp/projinzai/

●募集時期

相談体制

専門家派遣

随時

下請けかけこみ寺
経営基礎強化チーム

☎0120-418-618 又は
☎025-246-0056

随時
新潟県プロフェッショナル人材戦略拠点 ☎025-246-0024

●募集時期
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●開設年月日：平成15年4月1日
●基 本 財 産：259百万円
〒950-0078 新潟市中央区万代島5番1号「万代島ビル」
（公財）にいがた産業創造機構9 〜 10F ／ NICOプラザ（貸会議室等）11F
TEL.025-246-0025 FAX.025-246-0030 E-mail：info@nico.or.jp

http：//www.nico.or.jp/

ニコ にい が た

検索

【営業時間】9：00 〜 17：30（土日・祝日・年末年始を除く）
【NICOプラザ：営業時間】9：00 〜 22：00（年末年始を除く）
※使用料・空き室状況等はお問い合わせください。
※駐車場は朱鷺メッセの駐車場をご利用ください（有料）。

■問い合わせ先

企画チーム

TEL.025-246-0038

情報戦略チーム

TEL.025-246-0069

創業・経営革新チーム

TEL.025-246-0051

TEL.025-246-0096

経営基盤強化チーム

TEL.025-246-0056

新潟県中小企業再生支援協議会
新潟県経営改善支援センター

販売戦略チーム

TEL.025-246-0063

新潟県事業引継ぎ支援センター

TEL.025-246-0080

販売促進チーム

TEL.025-246-0044

新潟県よろず支援拠点

TEL.025-246-0058

産学連携チーム

TEL.025-246-0068

新潟県プロフェッショナル人材戦略拠点

TEL.025-246-0024

TEL.025-246-0093

表参道・新潟館 ネスパス
〒940-2127 長岡市新産4丁目1番地9
TEL.0258-46-9711 FAX.0258-46-4106
E-mail：tekuno@nico.or.jp URL：http://www.nico.or.jp/
【営業時間】9：00 〜 17：30（土日・祝日・年末年始を除く）

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-11-7
TEL.03-5771-7711 FAX.03-5771-7712
E-mail：nespace@nico.or.jp URL：http://www.nico.or.jp/nespace/
【営業時間（事務所）】10：00 〜 18：30（年末年始を除く）
※東京メトロ千代田線・銀座線・半蔵門線「表参道」駅（A2）出口より徒歩1分

関越自動車道

新潟県ソウル事務所
〒100-191 大韓民国ソウル特別市中区乙支路16
白南ビル（President Hotel）901号
TEL.＋82-2-773-3161（最初は韓国語で出ますが、日本語でお話しください）
FAX.＋82-2-773-7464
E-mail：niigata̲ken@niigata.or.kr URL：http://japan.niigata.or.kr/
【営業時間】9：00 〜 18：00（土日・年末年始・韓国の祝祭日を除く）

新潟県大連経済事務所
〒116011 中華人民共和国遼寧省大連市西崗区中山路147号 森茂大厦5F
TEL.＋86-411-8369-5458（最初は中国語で出ますが、日本語でお話しください）
FAX.＋86-411-8369-5470
E-mail：dalian@nico.or.jp URL：http://www.nico.or.jp/dalian/
【営業時間】9：30 〜 18：15［中国時間8：30 〜 17：15］
（土日・年末年始・中国の祝祭日《春節、労働節、国慶節》を除く）

