あ な た の「 挑 戦 」を 応 援 し ま す ！

総合案内

ご利用にあたって
NICO 総合案内には、NICO（にいがた産業創造機構）が実施する
中小企業支援事業の概要を掲載しています。
各事業の詳細やお申込み方法など、最新情報は NICO ホームページをご覧ください。

NICO

ホームページ

https://www.nico.or.jp/
NICO

にいがた

検索

支援メニュー
・トップページの「支援メニュー」をクリックして表示され
る支援メニュー一覧から、探したいものを選択してください。
・目的別と支援別のどちらからでも検索できます。
・総合案内の各項目は、支援メニューと一致していますので、
掲載事業を探したい場合は、こちらから検索できます。

注目情報
イベントやセミナーの開
催などの情報をピック
アップしてご紹介します。

新着情報

イベントカレンダー

NICO 事業に関するすべ
ての情報を新着順に掲載
しています。

セミナー・講座、相談会、
展示会などの開催予定を
カレンダーでご覧いただ
けます。

メルマガ・SNS
NICO 事業の最新情報をいち早くお届けします。
ぜひご登録ください！
メルマガ 毎週水曜日発行
LINE
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毎週火曜日発行

Facebook 随時更新

県内
中小企業・
起業家の
皆さまへ

あらゆるシーンで

ＮＩＣＯ

NICO をご活用いただけます

ＮＩＣＯ（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組や、

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。

ぜひ、ご活用ください！

を活用してみませんか

1

創業したい

2

新事業を展開したい、新商品・新技術を開発したい

3

販路を開拓したい（国内）

4

海外展開したい

5
6

●起業に関する相談から事業計画の作成、創業後まで、
起業・創業への挑戦を伴走支援します。

５ページ

●新分野進出、新事業展開などの経営革新の取組を支援します。
●技術開発、産学連携、共同研究をコーディネートします。
●企業戦略から商品開発、プロモーションまで一貫して支援します。

８ページ

●首都圏や関西圏などの大消費地での新たな取引・販路
の開拓を支援します。
●展示会出展や出展経費助成で販路開拓をサポートします。

10ページ

●海外市場開拓の第一歩から、自立的な海外販路開拓ま
で、多彩なメニューで海外展開を後押しします。

IT を導入・活用したい

11ページ

● AI・IoT 等の先進技術の導入・活用を支援します。

人材育成したい

11ページ

●機械関連産業や高度 IT 等の最新技術に通じた人材の
育成を支援します。

NICO 総合相談窓口

NICO を活用してみたいとお考えの場合は、
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。

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

025-246-0030 E-mail info@nico.or.jp
ホームぺージ https://www.nico.or.jp/
FAX

４ページ

7

助成金を
活用したい

12ページ

8

専門家等に
相談したい

14ページ

3

１ 創業したい
１ 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もちろん、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！先輩起業家や専門家等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。

２ 新事業を展開したい、
新商品・新技術を開発したい

創業の夢・実現をお手伝いします！まずはご相談ください！

NICO スタートアップカフェ
起業に関することなら気軽にご相談ください。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。

３ 販路を開拓したい（国内）

専門家や先輩起業家等がビジネスプランや事業計画の策定等、伴走型で支援します！

創業事業計画ブラッシュアップ支援事業
新規性や高い成長性が期待できる創業を目指す方に対して、ビジネスプランを始め、事業計画の作成から事業の立
ち上げまでを専門家等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。

４ 海外展開したい


地域経済に寄与する起業や成長性の高いアイデアや技術を活用した起業など、
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！

５ ＩＴを導入・活用したい

起業チャレンジ応援助成金（P.12）

ベンチャー企業創出助成金（P.12）

雇用の創出など県内への経済効果が見込まれる起業に
必要な経費を助成します。

県内で自らの独創的な技術やアイデアをもとに新規に
創業する、もしくは決算を５期終えていない中小企業
者に対して、必要な経費を助成します。

６ 人材育成したい

創業者向け支援オフィスをご活用ください！

創業準備オフィス（新潟市）
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

７ 助成金を活用したい

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

８ 専門家等に相談したい

起業・創業支援メニューの検索サイト

「にいがた創業支援プラットフォーム」を
ご活用ください！

https://niigata-sougyo.com/

創業・経営革新チーム
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２ 新事業を展開したい、新商品・新技術を開発したい
１ 創業したい

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商品や新技術の開発、新分野進出、新事業展
開などの経営革新の取組をお手伝いします。

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！
２ 新事業を展開したい、
新商品・新技術を開発したい

次世代産業チャレンジ研究会事業
テーマ別の研究会を設置し、５～10年先の産業創造に向けた
県内企業の新たなチャレンジを支援します。
研究会事業の第１弾として、
「次世代デジタルものづくり研
究会」を設置し、金属３D 積層造形分科会などの活動を推進
します。

３ 販路を開拓したい（国内）

次世代産業技術創出支援事業（P.12）
支援対象者

競争的資金獲得を目指し、大学・試験研究機関等と共同事業体
（コンソーシアム）
を形成する県内中小企業者

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事業可能性調査等を最長１年間支援します。

４ 海外展開したい

技術開発 HUB（ハブ）
県内大学や公設試験研究機関と連携して技術開発の相談に応じます。定期相談会や地域別相談会を開催しますので、
技術課題解決の場としてご活用ください。

５ ＩＴを導入・活用したい

次世代産業チーム

オフィス

・設備のレンタルにより、研究開発をサポートします！

長岡リサーチコア・インキュベートセンター
（NARIC）

６ 人材育成したい

開発型ベンチャービジネスをめざす企業または個人を対象に長
岡インター近隣の施設をオフィスや開発の場に提供します。入
居後は NICO 支援メニューの相談や公設試験研究機関・大学等
への紹介などのサポートを行います。
■使用料 48,000円～168,000／月
■面積 30㎡～105㎡／室 ■使用は原則５年以内

７ 助成金を活用したい

ナノテク研究センター
精密・微細加工用の機器を利用して各種デバイス等の研究・開発・
試作等を希望される方を対象に、ナノテクノロジーを活用した
開発等に各種装置を提供します。

■利用料金

８ 専門家等に相談したい

■貸出機器
・スパッタリング装置
・ダイシング装置
・非接触三次元測定機

・電子線描画装置
・ドライエッチング装置

1,000円～5,000円／時間
テクノプラザ
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１ 創業したい

生活に調和する防災性能商品の開発をサポートします！

防災×ライフ研究会（P.12）
支援対象者

防災性能商品の開発・改良を目指す、
県内に事業所を有する企業・個人事業主等

２ 新事業を展開したい、
新商品・新技術を開発したい

日常使いをしながら災害時には防災性能を発揮する商品の誕生を目指
し、企業による商品開発・改良を支援します。「防災×ライフ研究会」
の活動を通じて、セミナーや視察による情報提供、防災・商品開発・マー
ケティングなどの専門家による個別相談会、見本市への出展助成など
を行います。

３ 販路を開拓したい（国内）

企画チーム

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！

イノベーション推進助成金（P.12）

４ 海外展開したい

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組に対して、必要な経費を助成します。
創業・経営革新チーム

AI や IoT を活用したシステムやロボットの開発を資金面からサポートします！
５ ＩＴを導入・活用したい

先進技術開発支援事業（P.12）
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 を活用したシステムやロボット本体及び周辺機
器の試作開発に要する経費の一部を助成します。

６ 人材育成したい

昨年度事業で採択されたロボットハンド

７ 助成金を活用したい

AI・IoT 導入促進事業（P.12）

８ 専門家等に相談したい

AI や IoT を活用したシステム・機器等を導入して実施す
る県内中小企業者のモデル的な取組に要する経費の一部
を助成します。
※単なるシステム・機器等の導入ではなく、AI や IoT の
活用により生産性や付加価値の向上を図るものであり、
かつ、他の中小企業者への波及効果が期待できる事業が
対象です。

宿泊業の IoT による情報共有

IT 支援チーム
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１ 創業したい


企業戦略から商品開発、
プロモーション活動まで、
幅広く「デザイン視点」で後押しします！

Design LAB（デザイン・ラボ）
企業戦略、商品開発、デザイン、ブランディング、
プロモーション、販路開拓等に取り組む中小企業者

２ 新事業を展開したい、
新商品・新技術を開発したい

支援対象者

専門家や県内のクリエイターによる相談対応、製造業とデザイナー
とのマッチングなど、様々なメニューをデザイン視点で展開します。

HP

https://www.nico.or.jp/designlab/

Facebook

３ 販路を開拓したい（国内）

クリエイティブ事業者との出会いが、新たな価値を創造します！

新潟クリエイティブバンク
支援対象者

デザイナー・WEB クリエイター・建築家・ライターなど、
企業のパートナーとなり仕事をしているクリエイティブ事業者

HP

https://www.nico.or.jp/creative-bank/

４ 海外展開したい

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。
専用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。
登録は随時受付けています。

Facebook

５ ＩＴを導入・活用したい

開発商品の客観的評価が得られるだけでなく、

次期開発のヒントが満載！

ニイガタ IDS デザインコンペティション
支援対象者

県内の企業・個人または複数の企業で構成された
団体・グループなど

HP

https://www.nico.or.jp/ids/

Facebook

６ 人材育成したい

新商品や新たなシステム提案について、デザイナーや流通、マスコミ等の
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、各賞を決定し
ます。

Instagram

７ 助成金を活用したい

新潟発のグローバルブランド「百年物語」を通じて、次なるステージへステップアップ！

百年物語プロジェクト
支援対象者

生活関連の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。

８ 専門家等に相談したい

世界市場に向けて商品開発からプロモーションに取り組む、NICO と企業と
の協働プロジェクトです。テーマ型開発と展示会出展などを通じて、ブラン
ド構築に取り組みます。
HP

https://www.nico.or.jp/hyaku/

Facebook

Instagram

生活関連マーケティングチーム
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３ 販路を開拓したい（国内）
１ 創業したい

首都圏や関西圏などの大消費地での販路開拓に向け、専門家のアドバイスやバイヤーとのマッチング、
展示会出展経費の助成などにより支援します。


首都圏や関西圏などの大消費地で売れる商品を
作りあげましょう！
２ 新事業を展開したい、
新商品・新技術を開発したい

食品ブランド力向上支援事業
首都圏等大消費地への販路拡大や新商品開発を行う食品製造事業
者を対象に、各業態のバイヤーや食の専門家による相談会を行い、
売れる商品の開発・改良をお手伝いします。

３ 販路を開拓したい（国内）


バイヤー約９万人が来場！
国内最大級の食品産業展示会に出展します！

スーパーマーケット・トレードショー出展

４ 海外展開したい

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

新潟県（NICO）ブース内に出展する事業者を募集します。新規販
路開拓を始め、出展することでバイヤーの生の意見を聞き、商品
改良のヒントを得ることもできます。新潟の食を全国へ売り込む「絶
好の機会」です！

５ ＩＴを導入・活用したい

■開催時期

２月（募集時期５月頃）

首都圏等のバイヤーとの商談機会を提供します！

流通バイヤーとの個別商談会

６ 人材育成したい

首都圏等の大消費地への販路拡大を目的に、卸・小
売・高質スーパー・通販等のバイヤーとの個別商談
会を通じて、販路開拓を支援します。

2019年  JR 東日本商談会
７ 助成金を活用したい

優れた県産品を全国の百貨店で PR します！

物産展開催事業

８ 専門家等に相談したい

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。

食品マーケティングチーム
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１ 創業したい

技術のアピール力を磨くお手伝いをします！

技術提案力向上支援事業
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
２ 新事業を展開したい、
新商品・新技術を開発したい

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

展示会等での販路開拓を支援します！

支援対象者

３ 販路を開拓したい（国内）

取引連携推進事業
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

４ 海外展開したい

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。

国内見本市等への出展による販路拡大を支援します！
５ ＩＴを導入・活用したい

地域中核企業国内販路開拓促進事業（P.12）
県内に協力企業を多く抱える中小企業者の国内見本市等出展費用の一部を助成します。
生産財マーケティングチーム

６ 人材育成したい

新潟県のアンテナショップ

「表参道・新潟館ネスパス」をご活用ください！

７ 助成金を活用したい

イベント出店

１階のイベントスペース及び店頭スペースに出店し、来店者に直接、商品の
販売や PR ができます。
■使用料（１日あたり）
・ネスパス主催 ：１出店者ごとに2,500円
・公共団体等主催：5,000円
・事業者等主催 ：26,000円

展示・交流スペース貸出

３階の展示・交流スペースを、展示会・商談会の会場としてご利用いただけます。
■使用料

全日48,000円 ※時間帯ごとの貸出もあります。

８ 専門家等に相談したい

「新潟食楽園」テスト販売

１階の物産販売「新潟食楽園」で一定期間商品を販売し、首都圏消費者のニー
ズをリサーチすることができます。売れ行き好調な商品は継続販売もあります。

〒150-0001
東京都渋谷区神宮前4-11-7
TEL 03-5771-7711
ネスパス

検索
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４ 海外展開したい
１ 創業したい

海外市場開拓に向けた始めの一歩から、自立的な販路開拓の取組まで、段階に応じた多彩な支援メニュー
で海外展開を後押しします。

様々な助成金制度により、海外展開を後押しします！
（P.12）
海外展開トライアルサポート事業（助成金＆基礎セミナー開催）
２ 新事業を展開したい、
新商品・新技術を開発したい

支援対象者

海外展開に初めて取り組む、また取組の経験が浅い中小企業者

海外市場調査や見本市・展示会等への出展に係る経費の一部を助成します。また海外展開事例を学ぶ基礎セミナー
も実施します。

海外展開加速化支援事業（P.12）

３ 販路を開拓したい（国内）

支援対象者

海外展開を更に拡大・加速化し、
地域経済の発展に資することを目指す中小企業者（コンソーシアムを含む）等

海外市場調査や販路拡大（見本市・展示会等への出展・越境 EC 構築）に係る経費の一部を助成します。

中小企業等外国出願支援事業（P.12）

４ 海外展開したい

支援対象者

外国での特許や商標などの出願を行う中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ等

優れた技術等を外国において広く活用しようとする中小企業者等が、知的財産を守るため行う外国出願に係る経費
の一部を助成します。

５ ＩＴを導入・活用したい

国内外で海外バイヤーとの商談機会を提供します！

国内外商談会、見本市等への出展
NICO が主催または参加する国内外での商談会等で、新潟の産品を海
外バイヤー等にアピールし商談に臨みます。
（出展者は随時公募予定）

６ 人材育成したい

現地のコーディネーターが海外での活動をサポートします！

海外ビジネスコーディネーター活用制度

７ 助成金を活用したい

海外情報の入手や現地での活動サポート等を希望する中小企業者等に対して、現地在住のコーディネーターが、最
新情報の収集・提供や企業訪問のアレンジなどを支援します。
（配置地域：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）（随時受付）

パリ新潟専門店「Kinasé
（キナセ）
」の活用でヨーロッパ市場に挑戦！

８ 専門家等に相談したい

欧州（パリ）テストマーケティング事業
支援対象者

ヨーロッパ展開を戦略的に考えている事業者・生産者の方

新潟専門店 Kinasé（キナセ）では、新潟ならではのこだわりやストーリー性のある商
品のテスト販売を実施しています。
（出品は随時受付）
海外展開支援チーム
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５ ITを導入・活用したい
１ 創業したい

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創出を支援します。

IT や IoT などの相談に無料で応じます！

NICO 事業アドバイザー（IT 支援）
２ 新事業を展開したい、
新商品・新技術を開発したい

中小企業からの IT や IoT の導入や活用に関するご相談について、専門家を無料で派遣します。

あなたのビジネスを IoT でチェンジ！

IoT ビジネス実践力強化塾

３ 販路を開拓したい（国内）

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、

IoT 活用や IoT のビジネス展開に必要な知識の習得や導入を体験する
講座を開催します。

シングルボードコンピュータ
（ラズベリーパイ）
を使っ
たハンズオン研修の一コマ

IT 支援チーム

４ 海外展開したい

６ 人材育成したい
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、人材育成をお手伝いします！

５ ＩＴを導入・活用したい

機械設計技術者の養成を支援します。モノづくりはひとづくりから始まる！

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

６ 人材育成したい

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、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。
テクノプラザ

新潟にいながら首都圏と同水準の講義を受講できます！
支援対象者

７ 助成金を活用したい

高度 IT 人材育成研修
県内の IT 技術者や企業内のデータ分析・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ための各種講座を開催します。

８ 専門家等に相談したい

IoTコーディネータに必要な知識を講義や現場実習などで習得できます！


IoT コーディネータ育成研修
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

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学ぶ研修です。
IT 支援チーム
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７ 助成金を活用したい
１ 創業したい

NICO では中小企業の皆さまのために、ニーズに応じた様々な助成事業をご用意しています。

令和２年度助成事業一覧
（予定）
分野

対象者（こんな方に）

２ 新事業を展開したい、
新商品・新技術を開発したい

新規性・成長性の高い技術やサービスをもとに事業がしたい

先輩起業家や専門家等の助言・指導を受け、自らの独創的な技術やアイ
デアをもとに成長性が見込まれる事業がしたい

ベンチャー企業創出事業（P.4）

起業チャレンジ応援事業【高成長枠】
（P.4）

起業・創業

３ 販路を開拓したい（国内）
６ 人材育成したい

設備導入

５ ＩＴを導入・活用したい

新技術・新製品開発

４ 海外展開したい

県内経済の活性化等に寄与する事業がしたい

起業チャレンジ応募事業【一般枠】
（P.4）

新潟県の地域資源を活用した事業がしたい

起業チャレンジ応援事業【地域課題解決枠】
（P.4）

U ターンや I ターンをして県内経済の活性化等に寄与する事業がしたい

U・I ターン創業応援事業【一般枠】

U ターンや I ターンをして新潟県の地域資源を活用した事業がしたい

U・I ターン創業応援事業【地域課題解決枠】

国等の競争的資金獲得を目指した先行研究や事業可能性調査をしたい

次世代産業技術創出支援事業（P.5）

新規性や独自性が高い技術や商品を開発したい

イノベーション推進事業（P.6）

AI、IoT 等を活用したシステムやロボット等を開発したい

先進技術開発支援事業（P.6）

労働生産性の向上や起業・創業、事業承継、成長産業分野における新規
参入や事業拡大・技術の高度化のための設備投資をしたい

生産性革新等挑戦投資促進事業

販路開拓

８ 専門家等に相談したい

海外展開

７ 助成金を活用したい

AI や IoT を活用したシステムや機器等を導入したい

AI・IoT 導入促進事業（P.6）

販路開拓のために国内見本市等に出展したい

地域中核企業国内販路開拓促進事業（P.9）

防災性能を有する普段使いの商品を国内見本市等に出品したい

ライフスタイルとなる防災強化事業（P.6）

初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

海外展開トライアルサポート事業（P.10）

輸出拡大のために海外での市場調査や見本市等出展、越境 EC 構築等に
取り組みたい
海外展開のために外国へ特許や商標等の出願をしたい

経営革新
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事業名

事業承継を契機とした新分野進出等を、経営計画を作成して着実に進め
たい

海外展開加速化支援事業（P.10）

中小企業等外国出願支援事業（P.10）

経営革新型事業承継応援事業

募集開始のお知らせ等は、NICO ホームぺージでご確認ください。受付中の助成金
が一覧でご覧いただける “ 助成金まとめページ ” をブックマークしておくと便利で

助成限度額

（２年目300万円）

2/3以内

事業内容

問い合わせ先

独創的な技術やアイデアをもとに県内で新規に創業する、もしく
は決算を５期終えていない中小企業者に対して、必要な経費の一

創業・経営革新チーム

２ 新事業を展開したい、
新商品・新技術を開発したい

500万円

助成率

１ 創業したい

す。ぜひお試しください！

部を助成
（最大２か年継続助成）

300万円

1/2以内

雇用の創出など県内への経済効果が見込まれる起業に必要な経

200万円

1/2以内

新潟県の地域資源を活用する事業等での起業に必要な経費の一

300万円

1/2以内

雇用の創出など県内への経済効果が見込まれる事業等での U･ Ⅰ

200万円

1/2以内

新潟県の地域資源を活用する事業等での U･ Ⅰターン起業に必要

1,000万円

2/3以内

国等の競争的資金獲得を目指して、先行研究や事業可能性調査に

500万円
～1,000万円

1/2～
2/3以内

新規性の高い技術開発や商品・ブランド開発などに要する経費の

200万円

1/2以内

AI、IoT 等を活用したシステムやロボット等の試作開発に要する

の高い起業に必要な経費の一部を助成

費の一部を助成

部を助成

ターン起業に必要な経費の一部を助成

な経費の一部を助成

取り組むための経費の一部を助成

一部を助成

経費の一部を助成
金融機関の融資または県制度融資を利用して導入する設備費用

の借入必要額の利息相当額

の一部を助成
AI や IoT を活用したシステム・機器等の導入に要する経費の一

300万円

1/2～
2/3以内

20万円

1/2以内

防災×ライフ研究会員が国内見本市等に防災性能商品を出品す

50万円

1/2以内

初めて海外での市場調査や見本市出展に取り組む際に要する経

800万円

1/2以内

輸出拡大のために海外での市場調査や見本市出展、越境 EC 出店・

300万円

1/2以内

外国への事業展開等にあたり行う特許や商標等の外国出願に要

30万円

1/2以内

事業承継を契機とした経営革新を行う際の経営計画策定に要す

部を助成
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
（地域中核企業）
が国内見本市等に出展する経費の一部を助成

る経費の一部を助成

費の一部を助成

構築等に要する経費の一部を助成

する経費の一部を助成

る経費の一部を助成

創業・経営革新チーム

創業・経営革新チーム

次世代産業チーム

創業・経営革新チーム

IT 支援チーム

企業サポートチーム

IT 支援チーム

生産財マーケティングチーム

企画チーム

海外展開支援チーム

海外展開支援チーム

８ 専門家等に相談したい

1/2以内

創業・経営革新チーム

７ 助成金を活用したい

250万円

創業・経営革新チーム

６ 人材育成したい

1,000万円以上５億円以下で

創業・経営革新チーム

５ ＩＴを導入・活用したい

県内の民間スタートアップ拠点のメンター等が支援する成長性

４ 海外展開したい

1/2以内

３ 販路を開拓したい（国内）

500万円

海外展開支援チーム

企画チーム
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８ 専門家等に相談したい
１ 創業したい

NICO を活用してみたい、相談したいという方は、下記担当チーム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。

専門相談窓口
２ 新事業を展開したい、
新商品・新技術を開発したい

▶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、食品等）がお受けします。
URL http://www.nico.or.jp/yorozu/

３ 販路を開拓したい（国内）

事業承継（主に M&A）に関するご相談全般をお受けします。

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/
TEL 025-246-0096

URL https://www.nico.or.jp/hikitsugi/
TEL 025-246-0080

▶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。

４ 海外展開したい

▶新潟県経営改善支援センター

URL https://www.nico.or.jp/projinzai/

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。
■助成率

URL https://niigata-shokei.com

▶新潟県事業引継ぎ支援センター

▶新潟県中小企業再生支援協議会

200万円以内

事業承継（主に親族内承継）に関するご相談全般をお受け
します。
TEL 025-250-6034

TEL 025-246-0058

■助成限度額

▶新潟県事業承継ネットワーク事務局

2/3以内

TEL 025-246-0093

TEL 025-246-0024

▶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。
TEL 0120-418-618 または 025-246-0056

５ ＩＴを導入・活用したい

NICO アドバイザーによる助言・指導
創業・経営革新、新商品・新技術開発、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。
専門分野 ビジネスプラン、創業・経営革新、マーケティング、広報、商品開発、海外展開、IT 支援など

６ 人材育成したい

NICO 相談窓口
▶総合相談窓口

７ 助成金を活用したい

代表番号

025-246-0025

▶ NICO クラブ、NICO アドバイザー
企画チーム

025-246-0038

▶創業、経営革新、新分野進出、新製品・新技術開発

８ 専門家等に相談したい

創業・経営革新チーム

025-246-0051

▶技術開発、産学連携、共同研究のコーディネート
次世代産業チーム

025-246-0068

▶高度 IT 人材育成、AI・IoT 等の先進技術
IT 支援チーム

14

025-246-0069

▶設備導入、専門家派遣
企業サポートチーム

025-246-0056

▶生活関連産業に係る商品開発・販路開拓
生活関連マーケティングチーム

025-250-6288

▶取引連携、機械・部品等の販路開拓
生産財マーケティングチーム

025-246-0052

▶食品関連産業に係る商品開発・販路開拓
食品マーケティングチーム

▶海外展開
海外展開支援チーム

025-246-0044
025-246-0063

会員
募集中 !

支援情報・ビジネスヒントなど

会員特典がたくさん‼

NICO クラブは、NICO をより一層ご活用いただくための会員制度です。
豊富な会員特典をご用意していますので、
「NICO を上手に活用したい」、
「多くの支援情報やビジネスヒントが欲しい」とお考えの皆さまのご入会をお待ちしています。

年会費3,000円で以下の特典をご用意
特典

1 NICO クラブセミナー

特典

各業界で活躍する専門家をお迎えして、
セミナーを開催しています。会員は参加
無料です。ビジネスヒントを得る機会と
してご活用ください。

2

機関誌 NICO プレス

特典

企業のチャレンジを応援するビジネス創
造誌「NICO プレス」を年６回お届けし
ます。ビジネスに役立つ特集記事のほか、
企業の取組や優れた商品の紹介などを掲
載しています。

3

情報配信

週刊メールマガジンでビジネスに役立つ
最新の支援情報などをタイムリーに配信
しています。
「NICO クラブ会員 PR コー
ナー」をご用意しており、クラブ会員は、
自社製品などのPRを行うこともできます。

▶その他、有料で開催するセミナー・講座の一部を NICO クラブ会員価格で受講いただけます。

NICO クラブ入会申込書

申込日

法人化していない個人事業主の方は、NICO クラブでは「法人」とみなします。

年

月

日

個人会員

法人会員
フリガナ

フリガナ

法人名・代表者名

氏名

フリガナ

職業

担当者名

役職

日中の連絡先
（勤務先等）

TEL   

−

勤務先

業種

−
役職

住所・所在地 ※マンション・ビル名等まで必ず記入してください。

〒

TEL

−

−

−

−

＠

E-mail
入会のきっかけ

−

FAX

□ NICO のホームページを見て

□ 総合案内（本紙）を見て

□ NICO の事業に参加して（

）

□ 産業支援機関の紹介（

）

□ NICO クラブ会員等の紹介（

）

□ その他（

）

※ご記入いただいた情報は、当機構のプライバシーポリシーに基づき適正に処理いたします。

なお、プライバシーポリシーは当機構のホームページをご覧ください。

FAX でのお申し込みは025-246-0030に送信してください。

NICO クラブへの入会は
Webからもお申し込みいただけます！
https://www.nico.or.jp/nicoclub/

●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/

NICO 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

食品マーケティングチーム

TEL.025-246-0044

創業・経営革新チーム

TEL.025-246-0051

海外展開支援チーム

TEL.025-246-0063

次世代産業チーム

TEL.025-246-0068

TEL.025-246-0096

IT支援チーム

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.025-246-0069

新潟県事業引継ぎ支援センター

TEL.025-246-0080

企業サポートチーム

TEL.025-246-0056

新潟県事業承継ネットワーク事務局

TEL.025-250-6034

生活関連マーケティングチーム

TEL.025-250-6288

新潟県よろず支援拠点

TEL.025-246-0058

生産財マーケティングチーム

TEL.025-246-0052

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：t-plaza@nico.or.jp URL：https://www.nico.or.jp/techno/
【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

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：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）

新潟県大連経済事務所
〒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）

