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① 創業を全面的にバックアップ

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

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

むすぶ
ネットワークを

創る
企業と商品を

育てる
企業と人を

NICOの戦略

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創造機構）は、「新潟県の産業をもっと元気に」を使命に、チャレンジ
する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県内企業の皆さまの取り組みや、直面している個別課題の解決を 
サポートするため、きめ細やかな支援を実施してまいります。
　具体的には、起業・創業する方、新技術・新商品開発や販路開拓に取り組む企業、新分野や成長分野へ
の進出、更には海外への事業展開を検討している企業の皆さまのために、ニーズに応じた各種支援メニュー
をご用意しております。
　NICO の各種支援メニューをご活用いただくことで、県内企業の皆さまの益々の発展に努めてまいります。

NICO　新潟 検索

NICOホームページをご活用ください！
Facebookページもご利用ください。

アクセスはこちら!

Facebookの検策窓で
ユーザーネーム「@nico.niigata」を検策https://www.nico.or.jp/

本誌では、おすすめの支援メニューを掲載して
います。本誌で紹介した事業以外にも、さまざま
な支援メニューをご用意しております。
詳しくは、NICOホームページをご覧ください。
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県内企業の皆さまの挑戦や課題解決を支援します!!

こんな課題やお悩み抱えていませんか？

☎ 025-246-0025 営業時間 9：00～17：30 （土日祝・年末年始除く）

NICO総合相談窓口

人手不足

社会構造の変化

IoTの進化

国内市場の縮小

ライフスタイル・嗜好の変化

後継者不足
法令やルールの変更

相談
無料

FAX 025-246-0030 info@nico.or.jp

◎事業計画の作成から、創業後まで、起業・創業への
　挑戦を伴走して支援します。　

◎機械関連産業や高度IT等の最新技術に通じた人材を育成します。

◎研究開発や事業化に向けた課題解決を支援します。
◎産学官連携による共同研究をコーディネートします。

◎企業戦略から商品企画開発、流通化までを
　デザイン視点で支援します。
◎マーケットイン志向による商品開発、
　デザイン性の向上、マーケティング活動を支援します。

◎海外展開に向けた市場調査や販路開拓を支援します。
◎首都圏など大消費地での新たな取引・販路の開拓を
　支援します。

起業・創業

技術力・研究開発力
の 強化

商品力・ブランド力
の 向上

新たな市場
の 開拓

人材
の 強化

◎企業の生産性向上につながる設備投資を支援します。
◎IoT等の先進技術の導入を支援します。　　

生産性
の 向上

まずはご相談ください！
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01 相談したい
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　200万円以内　　■助成率　2/3以内

　　

下請かけこみ寺
企業間の取引上のトラブルのご相談をお受けします。

新潟県中小企業再生支援協議会
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 ： http://www.nico.or.jp/saisei/

　　

新潟県よろず支援拠点
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 ： http://www.nico.or.jp/yorozu/

総合相談窓口
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。

ＮＩＣＯカフェ（出張相談会)
県内各地で企業の皆さまからの相談をお受けする出張相談
会を開催しています。

アドバイザーによる助言 創業・経営革新、経営基盤強化、商品開発、情報戦略など各部門の NICO アドバイザー
がご相談をお受けします。

広報ビジネスプラン 創業・経営革新 首都圏展開 生活関連産業支援 食品産業支援 国際ビジネス支援 情報発信 IT支援

くらた　まなぶ 今尾　昌子田中　聡子 中村　正樹 白石　展子 青木　龍雄北條　規 安達　里枝田辺　良則

ロマン ( 夢 )・ソロ
バン ( 金 )・ヒュー
マン( 愛 ) が、新規
事業開発の必須３
原則です。

「これは事業に
で き る か な？」
迷ったらご相談
ください。でき
る方法を一緒に
考えましょう！

新潟県人は決し
て「伝え下手」で
は あ り ま せ ん。
伝わる喜びが実
感できるお手伝
いをいたします。

今ある経営資源
を活かした新し
い用途開発や付
加価値化を図り
ま し ょ う。ご 相
談下さい。

商品開発は、「あな
た」が「お客さん」
の生活をつくるこ
と。お客さんの特
性と自分の力を掛
け算しましょう!

新潟の食に携わ
り、今年で12年。
顧客視点の発想
で商品開発から
販路支援までサ
ポート致します。

みなさまの製品
や技術に関心を
持っている世界
中の誰かを一緒
に見つけましょ
う ！

社会が大きく変
わろうとしてい
る中、IT により
貴社の未来を切
り拓いていきま
せんか。

ウェブは今や事
業戦略に欠かせ
ないツールです。
24H 大活躍する
営業マンに育て
る為の活用法を
サポートします！

●NICO戦略アドバイザー ●NICO事業アドバイザー

相談体制

専門相談窓口

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。

■費用負担　15,000～28,500円/回　　■募集時期　随時

専門家派遣

支援対象者 新潟県内に事業所を有する中小企業者

創業・経営革新チーム　025-246-0051

＜専門家の例＞ 
　中小企業診断士、税理士、ISO審査員 
＜活用事例＞ 
　・マーケティング・市場調査 
　・ISO等支援 
　・生産管理・品質管理など

☎025-246-0058

☎025-246-0096

☎025-246-0093 ☎0120-418-618 または 025-246-0056

企画チーム　025-246-0038☎025-246-0025

新潟県事業引継ぎ支援センター
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/

☎025-246-0080

新潟県事業承継ネットワーク事務局
事業承継に関するご相談全般をお受けします。
URL ： https://niigata-shokei.com

☎025-246-0038

新潟県プロフェッショナル人材戦略拠点
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/

☎025-246-0024
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02 起業・創業したい
起業に関心のある方や起業に一歩踏み出そうとしている方は勿論、既に起業準備を始めている方の新たな夢へ
のチャレンジを応援します！起業を志す思いを共にする人や先輩起業家との触れ合い、専門家からの具体的な助
言やアドバイス、資金面でのサポート、そして創業後のフォローアップまで一貫して支援します。

身近な起業から創業モデルの発掘まで、目的に合った助成金の活用で、よりよい事業展開を支援します！

起業チャレンジ応援助成金

支援対象者 県内で新規に創業しようとする方

地域に密着した身近な創業に必要な経費を助成します。
ふるさと起業家応援助成金（P14）との併願申請が可能
です。

創業・経営革新チーム　025-246-0051

起業・創業するにはお金が必要だけど…

創業者向け支援オフィスをご活用ください。事業プランの作成
や NICO 支援メニューの活用を親身に応援します！

創業・経営革新チーム　025-246-0051

オフィスを探しているのですが…

創業準備オフィス

支援対象者 ・創業を目指す方
・創業してから３年以内の中小企業者

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。

■使用料　4,800円～/月　　■入居期間　原則1年以内

事業計画の作成から事業の立ち上げまでを伴走型で支援します！

創業の夢・実現をお手伝いします！

創業事業計画ブラッシュアップ支援事業

NICO スタートアップカフェ

支援対象者 新規性や高い成長性が期待できる創業を目指す方

支援対象者 起業を考えている方や既に起業している方

事業計画の作成から事業の立ち上げまでを専門家が伴走型で支援することに
より、起業家が抱える事業課題の解決を図ります。

起業に関することなら、気軽になんでも相談してください。起業に詳しい専門
家などと一緒に、起業に関する疑問やお悩みの解決をお手伝いします。 創業・経営革新チーム　025-246-0051

創業・経営革新チーム　025-246-0051

アイデアを具体化したい…

起業・創業でわからないことがあるのですが…

お気軽に
見学に
お越し

ください。

ベンチャー企業創出助成金

支援対象者 ・県内で新規に創業しようとする方
・創業してから５年以内の中小企業者

ベンチャー性の高い事業を創業する、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。
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H30年度事業で採択された ▼

「機械学習を用いた錦鯉の
固体識別システム」

03 新技術・新製品を開発したい
事業環境の変化に対応し、将来の経営の核となるような新技術や新製品の開発をお手伝いします。

次世代産業チャレンジ研究会事業

支援対象者 研究開発に関する新たなアイデアを持ち、それを基に将来事業化を 
考えている中小企業者（研究会は、左記企業と大学や関係企業等で構成）

これから成長が見込まれる分野（今後公表予定）に関連するテーマについて、
企業が試してみたい技術やアイデアに関する研究活動を支援します。

■随時提案テーマ募集

次世代産業技術創出支援事業

支援対象者 県内に主たる事業所及び研究開発場所を持つ中小企業者
※大学・研究機関等と共同事業体（コンソーシアム）を形成

事業化を見据え、国等の競争的資金獲得のために行う先行研究や市場・知財調
査等を支援します。 産学連携チーム　025-246-0068

新しい技術やアイデアを形にして将来の事業の柱にしたい…

将来の事業化に向けた新たな研究開発へのチャレンジを応援します！

イノベーション推進助成金

支援対象者 県内に事業所を有する中小企業者等

新規性の高い技術等の研究開発事業や、独自技術やアイデアを基にした従来に
はない画期的な製品開発などにより、高付加価値化を図ろうとする取り組みに
対して、その開発から販売プロモーションまでの一貫した事業に必要な経費を
助成します。 創業・経営革新チーム　025-246-0051

新技術開発や新製品開発のための資金調達を支援します！

新しい技術やアイデアで新製品を開発したい…

先進技術開発支援事業

支援対象者 県内に事業所があり、主たる開発を県内で実施できる事業者

高度IT（AI、IoT、ビッグデータ分析等）やロボットを活用した付加価値の高
いビジネスモデルの創出と関連産業への県内企業の参入促進を図るため、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。

情報戦略チーム　025-246-0069

AI や IoT を活用したシステムの開発を資金面からサポートします！

IoTなどの先進技術の開発に取り組みたい…

コンソーシアム形成

専門家派遣

小規模実験

ニーズ調査

研
究
会
活
動

次世代産業
技術創出
支援事業
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ライフスタイルとなる防災強化事業

支援対象者 県内に事業所を有する中小企業者

防災用途だけでなく日常使いの視点をプラスした、消費者のライフスタイルに融け込
む商品の開発を支援します。
また、防災性能を有する商品の見本市出展に係る費用の一部を助成し、販路開拓を支
援します。

防災性能を持ちながら、日常使いもできる商品の開発と販路開拓を支援します！

防災商品の開発・販路開拓を進めたい…

市場開拓チーム（生活関連担当）　025-246-0044https://www.nico.or.jp/creative-bank/

新潟クリエイティブバンク

支援対象者
①登録者： デザイナー、フォトグラファー、ライターなどの 

県内のクリエイティブ事業者
②利用者：外部にクリエイティブワークを依頼したい、県内企業等

新潟のクリエイティブ産業と企業を繋ぐことを目的とした登録制度です。
目的に合ったクリエイターを探しやすい専用サイトで情報を発信中！

県内企業と県内クリエイターの出会いの場がここにあります！

自社の取組を加速するために、クリエイターと協働したい…

デザイナーを
はじめとした

クリエイティブ事業者を
お探しの企業様

新潟県内で
活躍されている

クリエイティブ事業者
の皆様

随時登録受付中

市場開拓チーム（生活関連担当）　025-246-0044

企業戦略から商品開発、プロモーションに至るまで、専門家や地域内
のクリエイターの協力を得て、デザインを軸に様々な支援事業を展開
します。外部のデザイン研究室（ラボ）として、ご活用ください。

デザイン・ラボ（DESIGN LAB）　2019年６月スタート！

企業の課題解決にはデザインが効きます。まずはデザイン・ラボにご相談ください！

競争力向上のために、デザインやブランディングに取り組みたい…

企画チーム　025-246-0038

情報戦略チーム　025-246-0069

新潟 IoT ハッカソン

支援対象者 エンジニア（デバイス、クラウド、WEB）、地域課題やIoTに興味・関心のあ
るプランナー、マーケター、コンサルタント、デザイナー等

IoTを活用した試作品の開発やビジネスプランのブラッシュアップを短期間で行うイ
ベント「新潟IoTハッカソン」の開催により、ビジネスの現場でも活用できるアイデ
アの創出を支援します。

ハッカソンの開催により、アイデアの創出を支援します！

IoTを使った新しいサービスやシステムの開発に挑戦したい…
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04 生産性を向上させたい
少子高齢化による人手不足、設備の老朽化等の課題に対し、生産性の向上に取り組む企業や創業・経営革
新で新たな挑戦を行う企業の設備投資を支援します。

経営基盤強化チーム　025-246-0056

情報戦略チーム　025-246-0069

利用概要

割賦販売方式 リース方式

対象設備等 創業または経営革新を図るために必要と認められる設備

利用限度額 100万円～１億円 （消費税込）

利　率 基準金利
年1.2％

基準リース料率
2.928％（３年）～0.974％（10年）

返 済 期 間 最長10年 ３年～10年

ラズべリーパイ（マイコン）を使いIoTのシステムを体感

IoT ビジネス実践力強化塾

生産性革新等挑戦投資促進事業

支援対象者 IoTを導入・活用しようとする県内の事業者

支援対象者 金融機関の融資又は県制度融資を利用して設備導入をする中小企業者等

IoT の基礎、先行事例から、理解すべき要素技術、ビジネスへ
の活用法、プロジェクト運営まで、IoT をビジネス展開してい
くために必要な知識を学ぶ講座を開催します。

設備導入の費用の一部（借入必要額の利息相当額）を助成します。

　　・労働生産性を向上させたい方
　　・起業・創業されたい方
　　・事業承継を契機とした経営革新に取り組む方　を支援します。

あなたのビジネスを IoT でチェンジ！

小規模企業者等設備貸与事業

支援対象者
従業員数20人以下の事業者及び創業者

（商業、サービス業（宿泊業及び娯楽業を除く）は5人以下）
※ 従業員50人以下の中小企業者も一定の要件に該当すれば対象になります。

小規模企業者等の創業や経営の革新に必要な機械設備を、NICOが購入し、長期かつ低利の割賦販売（分割払い）また
はリースでご提供する公的な制度です。

小規模企業者の設備投資をバックアップします！

金融機関の融資や県制度融資を活用して有利に設備投資が行えます！

IoT導入により生産性向上に取り組みたい…

設備投資で生産性向上を図りたい…



9

05 商品力を向上させたい

市場開拓チーム（食品関連担当）　025-246-0044

市場開拓チーム（生活関連担当）　025-246-0044

モノ   百年物語プロジェクト

食品   売れる食品づくりブラッシュアップ会議

支援対象者 ものづくりに取り組む中小企業者
（参加には諸条件があります）

支援対象者 首都圏等の大消費地への販路拡大や、
新商品開発を行う事業者

世界市場へ向けて商品開発からプロモーション活動に取り組む、
県内企業とNICOとの協働プロジェクトです。

専門家によるアドバイスや消費者モニタリングを行い売れる商品
へのブラッシュアップを図ります。

新潟発のグローバルブランド「百年物語」は、新たな挑戦者を求めています！

首都圏や関西圏などの大消費地で売れる商品へのブラッシュアップをお手伝いします！

世界市場へ挑戦したい…

県外でも売れる商品を作りたい…

市場開拓チーム（生活関連担当）　025-246-0044

モノ   第30回ニイガタ IDS デザインコンペティション 2020

支援対象者 県内の企業・個人又は複数の企業で構成された
団体・グループなど

デザイナーや流通、マスコミ等の審査委員が審査を行い、IDS大
賞以下各賞を決定します。一般公開に合わせて、フォーラムやデ
ザイン関連の展示イベントも実施します。

■開催時期　２月（エントリーは９月から12月）

客観的評価をはじめ、フォーラムや展示などによる、次期商品開発のヒントが満載！

自社の新しい商品等について、専門家の評価を聞きたい…

https://www.nico.or.jp/ids/
詳しくは、ホームページをご覧ください。

https://www.nico.or.jp/niigata-umaimono/

https://www.nico.or.jp/hyaku/
詳しくは、ホームページをご覧ください。

ホームページにて
食の専門家による評価を受け支援対象とされた

商品をご紹介しています。

市場参入には、第一に商品そのものの魅力「商品力」が必要です。NICO は、各々のステージに応じた商
品の開発や専門家による評価・アドバイスにより「商品力」の向上を支援します。

「新潟うまいもの」ウェブサイトはこちら
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06 新たな販路を開拓したい
首都圏や関西圏などの大消費地での販路開拓に向け、展示会出展や出展経費の助成などにより支援します。

経営基盤強化チーム　025-246-0056

経営基盤強化チーム　025-246-0056

市場開拓チーム（食品関連担当）　025-246-0044

市場開拓チーム（食品関連担当）　025-246-0044

機械   技術提案力向上支援事業

機械   取引連携推進事業

支援対象者 自社の技術力を活かし新分野展開を図る等、積極的に販路開拓を目指す中小企業者

支援対象者 県内に事業所を有する製造業者等で、特徴のある自社の製品
や技術を展示できる中小企業及び中小企業のグループ

専門家とともに自社技術の現状分析を行い、自社の「強み」を活かし展示会等での販路開拓につなげます。

食品   うまさぎっしり新潟・食の大商談会

支援対象者 首都圏等の大消費地への販路拡大を目指す県内の食品メー
カーなど

サンシャインシティ（池袋）を会場に、首都圏等の流通・外食・ホテル
業等のバイヤーに向けた展示商談会を開催します。新潟の食を首都圏に
売り込む「絶好の機会」です！

■開催時期　９月（募集時期４月頃）

食品   スーパーマーケット・トレードショー出展

支援対象者 県内に本社または事業所を有する事業者で、原則として県内
で製造された加工食品等を取り扱う事業者

国内最大級の食の商談展示会「スーパーマーケット・トレードショー
2020（幕張メッセ）へ新潟県ブースを出展します。

■開催時期　２月（募集時期５月頃）

新潟の技術力を広くアピールするため、機械要素技術展（M-Tech）等
の大規模展示会に出展し、具体的な商談や受注獲得につなげ、新規取引
先の開拓を支援します。

技術のアピール力を磨くお手伝いをします！

展示会への共同出展や個別商談会の開催を予定しています。ぜひご利用ください！

自社の技術を売り込みたい…

NICOが設ける展示会ブースに出展したい…

2019年度実施予定のNICO展示会出展支援事業
個別展示会への共同出展 開催時期 募集時期

●関西機械要素技術展 2019年10月 ４月頃
●機械要素技術展 2020年２月 ４月頃
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経営基盤強化チーム　025-246-0056

出展見本市等の例
〇Interior Lifestyle Tokyo
〇FOOMAJAPAN（国際食品工業展）
〇国際テーブル＆キッチンウェアEXPO
〇JIMTOF（日本国際工作機械見本市）
〇HCJ（国際ホテル・レストラン・ショー）　等

表参道・新潟館ネスパス　☎03-5771-7711

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

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。

催事・PR・立ち飲み
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。
立ち飲みスペースでは、気軽に新潟清酒と新潟の味が楽しめます。

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。

「オープンオフィス」や「展示・交流スペース」の
貸出も行っています。

表参道・新潟館ネスパス
新潟のさまざまな
情報を東京で発信！

市場開拓チーム（食品関連担当）　025-246-0044

食品・モノ   物産展開催事業

共通   地域中核企業国内販路開拓促進事業

支援対象者 県内の食品メーカー、工芸品メーカーなど

支援対象者
県内に協力企業を多く抱え、新たな取引先の開拓や
受注の拡大を目的として国内見本市等に出展する中
小企業者

全国各地の有名百貨店で新潟物産展を開催し、食品や工芸品など
の優れた県産品の販売を支援します。

※原則として「大新潟まつり実行委員会」への登録が必要です。

外注費等の発注合計額が１億円以上等、県内に多くの協力企業を
抱える中小企業の国内見本市等出展費用の一部を助成します。

優れた県産品を全国の百貨店で PR できます！

国内見本市等への出展費用を助成します！

県産品を全国にPR・販売したい…

自社の製品にあった展示会等で取引先を開拓したい…
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市場開拓チーム（国際担当）　025-246-0063

07 海外へ展開したい
海外市場開拓の第一歩から、自立的な海外販路開拓まで、様々な段階に応じた多彩なメニューで海外展開を後押しします。
企業の課題に寄り添いながら個別にサポートする、NICO 事業アドバイザーや現地コーディネーターもご活用ください。

海外展開トライアルサポート事業（基礎セミナー＆トライアル助成金）

支援対象者 ・海外に関心はあるが、どのように取り組んでよいか判らない方
・はじめて海外で市場調査や見本市等に出展したい方

海外展開基礎セミナーで、海外を目指すモチベーションをあげ、トライアル
助成金を活用して海外市場の調査や海外見本市に出展してみましょう。

海外展開の基礎知識から、海外見本市への挑戦までをお手伝いします！

海外展開に挑戦するには、何から始めたらよいでしょう？

市場開拓チーム（国際担当）　025-246-0063

海外ビジネスコーディネーター 海外展開に関する個別相談

支援対象者 現地情報の入手や現地での活動サポート等
を希望する方 支援対象者 海外ビジネスに関心をお持ちの方

現地情報の収集・提供や企業訪問のアレンジなどを支援
します。（米国、タイ、ベトナム、シンガポール、中国、
台湾、韓国、ロシア、モンゴルに配置）

海外ビジネスに精通するNICO事業アドバイザーが海外
事業展開についてのご質問・ご相談をお受けします。
＜担当アドバイザー＞田辺アドバイザー

現地のコーディネーターや NICO アドバイザーをご活用ください！

現地での活動をサポートしてほしい…

Kinasé（キナセ）では、小ロットからの取扱いが可能です。
店舗販売だけでなく、欧州での販路開拓も視野に入れています。

市場開拓チーム（国際担当）　025-246-0063

欧州（パリ）テストマーケティング事業

支援対象者 ヨーロッパにおいて販路開拓をお考えの方

パリ新潟専門店「Kinasé（キナセ）」を活用し、自社商品のヨーロッパ展開に挑戦！

ヨーロッパ市場に関心があるのですが…

出品商品は随時受付ています。

市場開拓チーム（国際担当）　025-246-0063

海外展開加速化支援事業費助成金

支援対象者 市場を拡大したい方

更なる輸出拡大と地域経済発展に資するため、海外での市場調査や販路開拓 
（海外見本市出展・越境EC構築）に係る経費の一部を助成します。

更なる輸出拡大を目指す企業の市場調査・見本市出展を支援します！

海外展開の地域を拡大したい…
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IoT導入の提案力向上を
図りたい…

「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。

NICOクラブ 主な会員特典 旬なビジネス情報をお届けします！

特典1

※この他にも会員特典をご用意しています！

会員
募集中 !

機関紙「NICOプレス」をお届け（年6回）特典2

「NICOメールマガジン」を配信（毎週）
「LINE@」を配信（毎週）

特典3

一部セミナー・講座のご優待特典4

NICOクラブは、NICOをよりご活用いただくため
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
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/

08 人材を育成したい
人材育成は重要な経営課題です。会社づくりの第一歩は人づくりから、NICO では研修や講座の開催を通じ、
人材育成のお手伝いをさせていただきます。

情報戦略チーム　025-246-0069情報戦略チーム　025-246-0069

H30年度のグループ演習の一コマ

テクノプラザ　0258-46-9711

機械設計技術者を養成したい…

IT技術者のスキルを
向上させたい…

https://www.nico.or.jp/kensyu/
カリキュラムの詳しい内容はホームページをご覧ください。

長岡モノづくりアカデミー

支援対象者 県内の機械関連企業で働く開発及び設計の技術者など

モノづくりにおける技術者を養成し、企業の人材基盤の強化を図るため、
産学官の連携により、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。

※ カリキュラムの詳しい内容は 
ホームページをご覧ください。

高度 IT 人材育成研修 IoT コーディネータ育成研修

支援対象者 県内のIT技術者 支援対象者 県内の IT ベンダーの技術者や企業の情報
システム担当者など

高度な技術を有するリーダークラスやAI・IoT等を活用
できる人材育成のお手伝いをしています。 ITベンダーとユーザー企業との「かけ橋」となる、IoTコー

ディネータに必要な知識を基礎から学ぶ研修です。
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助成金を活用したい
県内中小企業の皆さまを対象とした様々な助成事業をご用意しています。
詳細は各助成事業の募集要項をご確認ください。

１．創業

対　象　者

新規性の高い技術やサービスを 
もとに事業がしたい

地域に密着した身近な事業が 
したい

地域の課題解決や地域資源の活
用につながる事業がしたい

UターンやIターンをして 
事業がしたい

新たに正規雇用して製造業、 
IT関連産業等（業種指定あり） 
の事業がしたい

これから創業する方 決算を5期終えていない事業者

ベンチャー企業創出助成金（P5）
500万円（連続申請の場合2年目は300万円）・2/3以内

創業・経営革新チーム

起業チャレンジ応援助成金（P5）
100万円(条件により300万円）・1/2以内

創業・経営革新チーム

ふるさと起業家応援助成金
100万円(同額の上乗せ補助あり）・10/10以内（上乗せ補助分1/2以内）

創業・経営革新チーム

Ｕ・Ｉターン創業応援助成金
100万円(条件により300万円）・1/2以内

創業・経営革新チーム

ニュービジネス雇用助成金
500万円・2/3以内

創業・経営革新チーム

２．新技術・新製品開発

新規性や独自性が高い製品を 
開発したい

国等の競争的資金獲得を目指
し、先行研究や事業可能性調査
をしたい

AI、IoT等を活用したシステム
やロボット等を開発したい

新分野進出や新技術・新工法の 
開発等に取り組みたい 
※対象者：建設企業

イノベーション推進助成金（P6）
500万円・1/2以内(地域中核企業 1,000万円・2/3以内)

創業・経営革新チーム

次世代産業技術創出支援事業（P6）
1,000万円・2/3以内

産学連携チーム

先進技術開発支援事業（P6）
250万円・1/2以内

情報戦略チーム

建設企業経営革新支援助成金
200万円・1/2以内

創業・経営革新チーム

助成金の名称（掲載ページ）
助成限度額・助成率

問い合わせ先

09

平成 31年度助成事業一覧　　
※利用目的が複数にまたがるものは重複して掲載しています。
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さらに詳しい助成金情報は
NICOホームページでチェック
■「目的別」「支援別」で検索できます。
■受付中の補助金が一覧でご覧いただけます。

問い合わせ先

企画チーム
025-246-0038

創業・経営革新チーム
025-246-0051

経営基盤強化チーム
025-246-0056

市場開拓チーム
（国際担当）
025-246-0063

産学連携チーム
025-246-0068

情報戦略チーム
025-246-0069

３．新分野進出・新事業展開

事業承継を契機に新事業展開等の経営計画を 
作成したい

新たに正規雇用して製造業、IT関連産業等 
（業種指定あり）に異業種進出・事業転換したい

新分野進出や新技術・新工法の開発等に 
取り組みたい 
※対象者：建設企業

経営革新型事業承継応援助成金
30万円・1/2以内

企画チーム

ニュービジネス雇用助成金
500万円・2/3以内

創業・経営革新チーム

建設企業経営革新支援助成金
200万円・1/2以内

創業・経営革新チーム

４．設備投資
生産性向上のための設備投資をしたい
創業に必要な設備投資をしたい
事業承継を契機に新事業展開等に取り組む 
ために設備投資をしたい

生産性革新等挑戦投資促進事業（P8）
１,000万円～5億円までの金融機関

からの融資に対する利息相当額
経営基盤強化チーム

５．販路開拓
販路開拓のために国内見本市等に出展したい
※対象者： 県内に協力企業を多く抱える中小企業

（地域中核企業）

防災性能を有する商品を展示会等に出品したい

地域中核企業国内販路開拓促進事業（P11）
300万円・1/2以内（条件により2/3以内）

経営基盤強化チーム

防災商品展示会出展助成金（P7）
20万円・1/2以内

企画チーム

６．海外展開

はじめて海外での市場調査や見本市等の出展
に取り組みたい

輸出拡大のため、海外での市場調査や見本市
出展、越境EC構築等をおこないたい

外国へ特許や商標等の出願をしたい

海外展開トライアル助成金（P12）
50万円・1/2以内

市場開拓チーム（国際担当）

海外展開加速化支援事業費助成金（P12）
800万円・1/2以内

市場開拓チーム（国際担当）

中小企業等外国出願支援事業
300万円・1/2以内
経営基盤強化チーム

NICO
ホームページ
トップから

「補助金」の
タブを
クリック！
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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

https：//www.nico.or.jp/
【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）。

〒940-2127　長岡市新産4丁目1番地9
TEL.0258-46-9711　FAX.0258-46-4106
E-mail：t-plaza@nico.or.jp　URL：https://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：https://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

〒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：niigata_ken@niigata.or.kr　URL：https://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）

新潟県ソウル事務所
〒116011  中華人民共和国遼寧省大連市中山区勝利広場18号
九州国際大酒店2109号室
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：https://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）

新潟県大連経済事務所

表参道・新潟館 ネスパス

NICO 新潟 検 索

■問い合わせ先

企画チーム TEL.025-246-0038

創業・経営革新チーム TEL.025-246-0051

経営基盤強化チーム TEL.025-246-0056

市場開拓チーム TEL.025-246-0044

産学連携チーム TEL.025-246-0068

情報戦略チーム TEL.025-246-0069

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

TEL.025-246-0096
TEL.025-246-0093

新潟県事業引継ぎ支援センター TEL.025-246-0080

新潟県よろず支援拠点 TEL.025-246-0058

新潟県事業承継ネットワーク事務局 TEL.025-246-0038

新潟県プロフェッショナル人材戦略拠点 TEL.025-246-0024

（生活関連担当）

市場開拓チーム TEL.025-246-0044（食品関連担当）

市場開拓チーム TEL.025-246-0063（国際担当）


