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ＮＩＣＯまるごと
使えば使うほどビジネスチャンスが広がる！

活用術
事例企業

●スイカノタネ
●株式会社飯塚鉄工所
●株式会社わたや

ＮＩＣＯ支援メニューの
ご案内



ご活用
ください！！

販路開拓のためには、
"売れる商品"の開発が大切！
「新商品を開発したい」も
ご覧ください。

※メニューは一例です。この他にもさまざまなメニューがございます。詳しくはNICOホームページ、NICO総合案内2017（4月発行予定）をご覧ください。

支援メニューリスト

創業に要する費用を助成（新規性の高いサービス等に関する創業）

創業に要する費用を助成（身近なサービス等に関する創業）

創業に要する費用を助成（Ｕ・Ｉターンによる創業）

新たな事業展開につなげるための調査費用を助成

建設企業の新分野進出等に要する費用を助成

海外での市場調査や見本市出展に要する経費を助成

海外見本市等への出展に要する経費を助成

国内見本市への出展に要する経費を助成

外国への特許等出願に要する費用を助成

設備の割賦販売又はリース

設備資金の借入れについて、利子相当額を助成

国等の資金を活用し、産学官連携による研究開発を支援

IoT等の活用システムの試作開発に要する費用を助成

各分野の登録専門家を派遣

創業・新事業展開に関する相談

広報（PR）に関する相談

食品の商品開発等に関するご相談

モノの商品開発や食品のパッケージデザインに関するご相談

食品メーカーの衛生管理方法について現場でアドバイス

海外展開に関する相談

海外の現地コーディネーターが現地活動をサポート

現地専門調査機関が中国ビジネスをサポート

企業と大学とのマッチングや共同研究体制構築のサポート

経営に関するなんでも相談所

首都圏等の消費者の評価をフィードバック

ネスパスで一定期間販売し、消費者ニーズを調査

食の専門家が、商談を見据えた実践的なアドバイスを行い、商品開発を支援

新潟発国際ブランドの構築に向けた商品開発を支援

デザインコンペ開催を通じ、商品評価を行い、売れるモノづくりを支援

アイデアソンによりIoTビジネスモデルの創出を支援

サンシャインシティ（池袋）にて首都圏バイヤーに向けた展示商談会を開催

国内展示会（食品・機械関連等）に共同出展し販路開拓支援

全国の有名百貨店にて物産展を開催※大新潟まつり実行委員会への登録が必要

海外展示会（食品・機械関連等）にNICOブースにて共同出展

海外バイヤーを招聘し、商談会を開催

外注加工に関する希望や条件にあった企業を紹介・あっせん

商品開発に関する講座

広報（PR）に関する講座

貿易実務に関する講座

機械関連企業向けの技術力向上に関する講座

IoTビジネスアイデア創出のノウハウ習得に関する講座

AI・IoT導入をコーディネートできる人材育成のための講座

ＩＴスキルの向上に関する講座

海外ビジネスに関するセミナー

最新技術動向などＩＴに関するセミナー

広報に関する知識を解説するセミナー

各業界で活躍する専門家を講師に迎えるビジネスセミナー

レンタルオフィス（新潟市）

レンタルオフィス（東京）

インキュベート施設（長岡市）

機械設備の利用提供（長岡市）

ベンチャー企業創出・育成助成金

起業チャレンジ奨励金

U・Iターン創業加速化事業

ゆめづくり助成金

建設企業経営革新支援事業

海外市場獲得サポート事業

海外見本市等出展事業費助成金

地域中核企業国内販路開拓促進事業

中小企業等外国出願支援事業

設備貸与事業

高成長設備投資促進事業

国等の競争的研究資金による支援

先進技術開発支援事業

専門家派遣事業

創業・新事業に関する相談会（くらたデイ）

広報相談会

食の専門家相談会

モノづくりクリニック

食品メーカーの衛生管理アドバイス

海外展開に関する相談会

海外ビジネスコーディネーター

中国ビジネスコンサルティングサービス

共同研究のコーディネート

よろず支援拠点

消費者モニタリング

ネスパステスト販売

うまいものセレクション会議

百年物語

ＩＤＳデザインコンペ

革新的ビジネスモデル創出促進

うまさぎっしり新潟　食の大商談会

展示会等ＮＩＣＯブース出展

新潟物産展

海外見本市NICOブース運営

食品輸出商談会

新規取引先の紹介あっせん

ねくすと創造塾

広報実践講座

貿易実務講座

長岡モノづくりアカデミー

IoTビジネスアイデア創出塾

AI・IoT導入推進人材育成講座

高度ＩＴ人材育成研修

海外ビジネスセミナー

ＩＴセミナー

広報普及啓発セミナー

ＮＩＣＯクラブセミナー

創業準備オフィス

表参道ネスパス オープンオフィス

ＮＡＲＩＣ（ナリック）

ナノテク研究センター
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43
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補助金等
資金的支援

専門家等に
相談

テスト
マーケティング

商品評価・
ブラッシュ
アップ

マッチング
支援

講座・研修

セミナー

オフィス・
設備
レンタル

ＮＩＣＯでは、「創業したい、新商品を開発したい、販路を開拓したい」など
県内企業の皆さまの新たな取り組みを応援する、多彩な支援メニューをご用意しています。
ここでは、目的別に支援メニューをご紹介。皆さまの「挑戦」を応援します！

ＮＩＣＯ目的別支援メニュー
支援メニューを組み合わせてＮＩＣＯをフル活用！
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創業したい
新しい事業何から始めれば？

新商品・
新技術を
開発したい

売れる商品を作るには？
市場ニーズ、どうつかむ？

■ 補助金等資金的支援 ①②③
■ 専門家に相談 ⑭⑮⑯⑰⑱㉔
■ オフィス・設備レンタル 485051　

■ 補助金等資金的支援 ⑤⑩⑪
■ 専門家に相談 ⑭⑰⑱㉔
■ テストマーケティング ㉕㉖
■ 商品評価・ブラッシュアップ ㉗
■ 講座・研修 37

「食品関連」
　　　　　　　　の商品開発

「モノ（生活関連）」
　　　　　　　　の商品開発

「機械や技術関連」
　　　　　　　の新技術開発

「食品関連」
　　　　　　　　の販路開拓

「モノ（生活関連）」
　　　　　　　　の販路開拓

「機械や技術関連」
　　　　　　　　の販路開拓

■ 補助金等資金的支援 ⑤⑩⑪
■ 専門家に相談 ⑭⑱
■ 商品評価・ブラッシュアップ ㉘㉙
■ 講座・研修 37

■ 補助金等資金的支援 ④⑤⑩⑪⑫
■ 専門家に相談 ⑭㉓　■ オフィス・設備レンタル 5051

販路を開拓
したい（国内）

新たな販路を開拓するには？
効果的なプロモーションとは？

■ 補助金等資金的支援 ⑧
■ 専門家に相談 ⑯⑲㉔

■ マッチング支援 ㉛3233
■ レンタルオフィス 49

■ 補助金等資金的支援 ⑧
■ 専門家に相談 ⑯㉔

■ マッチング支援 33
■ レンタルオフィス 49

■ 補助金等資金的支援 ⑧
■ 専門家に相談 ⑯㉔

■ マッチング支援 3236
■ レンタルオフィス 49

IoTを導入・活用したい
IoTを事業成長につなげるには？ ■ 補助金等資金的支援 ⑬

■ 商品評価・ブラッシュアップ ㉚
■ 講座・研修 414243
■ セミナー 45

人材育成したい
社員のスキルアップを図るには？ ■ 講座・研修 37383940414243

■ セミナー 454647

海外展開したい
海外の販路開拓はどうすれば？

■ 補助金等資金的支援 ⑥⑦⑨
■ 専門家に相談 ⑭⑳㉑㉒

■ マッチング支援 3435
■ 講座・研修 39

■ セミナー 44

P.4～7では、
NICO職員が
活用法をご紹介！
ぜひご覧ください！
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ぜひご覧ください！



創業したい
事業計画作成から創業後のフォローアップまで支援
専門家相談や助成金制度を活用して、創業へ ！

主なサポートの流れ

NICOスタッフ
相談

相談者の背景をヒアリン
グ、準備段階にあわせた
支援メニューをご提案

事業計画を
ブラッシュアップ
事業コンセプトを検討しビ
ジネスプランを整理。創業
の具体的準備へ

資金面による
サポート

創業に要する経費を助成
する各種メニューをご紹介

補助金等資金的支援
メニュー ❶❷❸

アフターフォロー
創業後もさまざまな経営相
談ができる専門家を派遣
し、事業成長をサポート

オフィスの提供
創業に利用できるレンタル
オフィス（NICOプラザ内）
をご案内

オフィス・設備レンタル
メニュー 485051

法的・事務的
各種手続きの支援
税務・法務など、創業に必要
な事務的手続き等をサポート

専門家に相談
メニュー 24

マッチング支援
メニュー 313233

補助金等資金的支援
メニュー ❽

長岡リサーチコア・
インキュベートセンター

■問 NICOテクノプラザ
　TEL.0258-46-9711

研究開発型ベンチャー企業が
入居するインキュベーションオ
フィスです。大学など研究機関
とのネットワークを活用し、事業
化をサポートします。

NARIC

　創業しようと思っても、何から手を付けていいのかわからなくなるもの。NICOでは事業計画づくりから、事務手続きや資金調達
など、相談者の今ある課題・優先順位を一緒に明らかにし、事業内容に合った支援策や専門家の紹介を行っています。
　資金面のサポートメニューもあります。今後の成長が見込まれるベンチャー向け、飲食店や理美容といった身近な創業向け、
県外からのU・Iターン向けの補助金制度など、条件に合わせてご利用いただけます。まずはご相談ください。

問合せ先 創業・経営革新チーム　TEL.025-246-0051

NICOの補助金制度を活用
して創業すると、無料で専門
家派遣を利用できます。PR
のための広報相談、食品メ
ニュー開発の相談など、困り
ごとに対応した専門家との
マッチングを行います。

相談時点で事業計画が固
まっていなくても大丈夫です ！　
進め方やスケジュールを一緒
に考えていきましょう！

創業・経営革新チーム 担当

支援事例は
P8へ

支援事例は
P10へ

NICOでは創業後の
フォローアップにも
力を入れています。

NICO
　　 活用術フ ル

モノ・ワザ開発の
起業に！

使えば使うほど
ビジネスチャンスが

広がる ！

国内展示会への
出展経費を助成する
補助金もあります

創業相談や情報収集
専門家による助言・指導
が受けられます

専門家に相談
メニュー
141516171824

主なサポートの流れ

売れる食品づくり
バイヤーや専門家からの実践的アドバ
イスや個別指導をもとに開発を支援

テストマーケティング
首都圏の消費者ニーズやトレンドを調
査・分析し、評価をフィードバック

テストマーケティング メニュー 2526

専門家に相談 メニュー 1417181924

商品評価・ブラッシュアップ メニュー 27

講座・研修 メニュー 37

食品流通とのマッチング
商談会開催や展示会の出展支援などによる販路
拡大サポート

専門家に相談
メニュー 1624

レンタルオフィス
メニュー 49

新商品を開発したい
食品関連

販路を開拓したい
首都圏等へアピールする新商品づくりの
ポイントをアドバイスします！

新商品を開発したい 販路を開拓したい

　首都圏や関西圏など大都市圏に市場を広げていくために、
商品開発から販路開拓まで一貫した支援を行っています。
大都市圏で売れる商品にするには、商品サイズや包装など新
潟との生活習慣の違いに配慮するなどのポイントがありま
す。こうしたポイントに基づき商品開発やパッケージデザイン
などのアドバイスを行う相談会を開催しています。
　また、消費者を対象にしたテストマーケティングや、百貨店
バイヤーからアドバイスを受ける「新潟うまいもの」セレクショ
ン会議で、商品のブラッシュアップも図れます。

バイヤーとのマッチングなど
売れる食品づくりへ具体的な道を支援
　県外への販路開拓には、「うまさぎっしり新潟・食の大商談
会」や、展示会のNICOブース出展をおすすめしています。
商談はもちろん、商品に対してバイヤーから得られる評価は、
課題が見える貴重な機会です。
　バイヤーから得た課題をもとに改良を行う際には、食品開
発支援の相談会などをぜひご活用ください。
 

問合せ先 販売促進チーム　TEL.025-246-0044

ぜひ「つくる、テスト、マッチング」を循環
して取り組んでください！ 確実な成果に
つながっていくと思います

販売促進チーム 担当

情報発信・販売プロモーション
広報活動などをサポート

主なサポートの流れ

商品開発ノウハウの育成
セミナーや専門家指導を通じて企
画・デザイン・プロモーションのノ
ウハウ向上へ

専門家に相談 メニュー 1418

講座・研修 メニュー 37

商品評価ブラッシュアップ
デザインコンペティションの開催を
通じて売れるモノづくりを支援

商品評価
ブラッシュアップ メニュー 2829

情報発信・販売プロモーション
展示会出展、百貨店の展示販売会などを通じた販売促進

商品開発のポイントは、どこの誰に、ど
んな価値を届けるか。NICOメニューを
活用して構築していきましょう

販売促進チーム 担当

マッチング支援 メニュー 33

専門家に相談 メニュー 1624

補助金等資金的支援 メニュー ❽

レンタルオフィス メニュー 49

問合せ先 販売促進チーム　TEL.025-246-0044

モノづくりの基本講習から
トップブランドの商品開発まで支援！
　モノ（生活関連）の商品づくり支援には、開発ノウハウの育
成を行うワークショップ「ねくすと創造塾」と、開発商品に対し
てアドバイスを行う「モノづくりクリニック」があります。また、
「IDSデザインコンぺ」では、デザイナーやバイヤー、マスコミと
いった多彩な審査員から商品の評価をいただけます。さらに、
海外市場を見据えた「百年物語」は、NICOと企業が協働で
国際ブランドを構築するプロジェクトで、世界に挑戦する貴重
な機会となっています。

百貨店などへの
販路開拓支援を行っています
　モノの販路開拓支援には、販路拡大に向けた情報発信と、
販売プロモーションがあります。NICOのなかで一定の評価
が得られた商品を対象として、展示会への出展や、百貨店等
での展示販売を行っています。「百年物語」の開発商品や、
「IDSデザインコンペ」の受賞作品商品などを積極的にPRし
ています。ぜひ、ご参加、挑戦いただきたいと思います。

ＮＩＣＯ職員が「支援メニュー」や「活用のポイント」をご紹介 ！
ＮＩＣＯでは、県内企業の皆さまの“挑戦”を応援するため
「目的」や「取組みの段階」に応じた支援メニューをご用意しています。
支援メニューを組み合わせて、ＮＩＣＯフル活用 ！
一緒に飛躍への一歩を踏み出しましょう ！

モノ（生活関連）

NICO
職員が
ご紹介 ！
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創業したい
事業計画作成から創業後のフォローアップまで支援
専門家相談や助成金制度を活用して、創業へ ！

主なサポートの流れ

NICOスタッフ
相談

相談者の背景をヒアリン
グ、準備段階にあわせた
支援メニューをご提案

事業計画を
ブラッシュアップ
事業コンセプトを検討しビ
ジネスプランを整理。創業
の具体的準備へ

資金面による
サポート

創業に要する経費を助成
する各種メニューをご紹介

補助金等資金的支援
メニュー ❶❷❸

アフターフォロー
創業後もさまざまな経営相
談ができる専門家を派遣
し、事業成長をサポート

オフィスの提供
創業に利用できるレンタル
オフィス（NICOプラザ内）
をご案内

オフィス・設備レンタル
メニュー 485051

法的・事務的
各種手続きの支援
税務・法務など、創業に必要
な事務的手続き等をサポート

専門家に相談
メニュー 24

マッチング支援
メニュー 313233

補助金等資金的支援
メニュー ❽

長岡リサーチコア・
インキュベートセンター

■問 NICOテクノプラザ
　TEL.0258-46-9711

研究開発型ベンチャー企業が
入居するインキュベーションオ
フィスです。大学など研究機関
とのネットワークを活用し、事業
化をサポートします。

NARIC

　創業しようと思っても、何から手を付けていいのかわからなくなるもの。NICOでは事業計画づくりから、事務手続きや資金調達
など、相談者の今ある課題・優先順位を一緒に明らかにし、事業内容に合った支援策や専門家の紹介を行っています。
　資金面のサポートメニューもあります。今後の成長が見込まれるベンチャー向け、飲食店や理美容といった身近な創業向け、
県外からのU・Iターン向けの補助金制度など、条件に合わせてご利用いただけます。まずはご相談ください。

問合せ先 創業・経営革新チーム　TEL.025-246-0051

NICOの補助金制度を活用
して創業すると、無料で専門
家派遣を利用できます。PR
のための広報相談、食品メ
ニュー開発の相談など、困り
ごとに対応した専門家との
マッチングを行います。

相談時点で事業計画が固
まっていなくても大丈夫です ！　
進め方やスケジュールを一緒
に考えていきましょう！

創業・経営革新チーム 担当

支援事例は
P8へ

支援事例は
P10へ

NICOでは創業後の
フォローアップにも
力を入れています。

NICO
　　 活用術フ ル

モノ・ワザ開発の
起業に！

使えば使うほど
ビジネスチャンスが

広がる ！

国内展示会への
出展経費を助成する
補助金もあります

創業相談や情報収集
専門家による助言・指導
が受けられます

専門家に相談
メニュー
141516171824

主なサポートの流れ

売れる食品づくり
バイヤーや専門家からの実践的アドバ
イスや個別指導をもとに開発を支援

テストマーケティング
首都圏の消費者ニーズやトレンドを調
査・分析し、評価をフィードバック

テストマーケティング メニュー 2526

専門家に相談 メニュー 1417181924

商品評価・ブラッシュアップ メニュー 27

講座・研修 メニュー 37

食品流通とのマッチング
商談会開催や展示会の出展支援などによる販路
拡大サポート

専門家に相談
メニュー 1624

レンタルオフィス
メニュー 49

新商品を開発したい
食品関連

販路を開拓したい
首都圏等へアピールする新商品づくりの
ポイントをアドバイスします！

新商品を開発したい 販路を開拓したい

　首都圏や関西圏など大都市圏に市場を広げていくために、
商品開発から販路開拓まで一貫した支援を行っています。
大都市圏で売れる商品にするには、商品サイズや包装など新
潟との生活習慣の違いに配慮するなどのポイントがありま
す。こうしたポイントに基づき商品開発やパッケージデザイン
などのアドバイスを行う相談会を開催しています。
　また、消費者を対象にしたテストマーケティングや、百貨店
バイヤーからアドバイスを受ける「新潟うまいもの」セレクショ
ン会議で、商品のブラッシュアップも図れます。

バイヤーとのマッチングなど
売れる食品づくりへ具体的な道を支援
　県外への販路開拓には、「うまさぎっしり新潟・食の大商談
会」や、展示会のNICOブース出展をおすすめしています。
商談はもちろん、商品に対してバイヤーから得られる評価は、
課題が見える貴重な機会です。
　バイヤーから得た課題をもとに改良を行う際には、食品開
発支援の相談会などをぜひご活用ください。
 

問合せ先 販売促進チーム　TEL.025-246-0044

ぜひ「つくる、テスト、マッチング」を循環
して取り組んでください！ 確実な成果に
つながっていくと思います

販売促進チーム 担当

情報発信・販売プロモーション
広報活動などをサポート

主なサポートの流れ

商品開発ノウハウの育成
セミナーや専門家指導を通じて企
画・デザイン・プロモーションのノ
ウハウ向上へ

専門家に相談 メニュー 1418

講座・研修 メニュー 37

商品評価ブラッシュアップ
デザインコンペティションの開催を
通じて売れるモノづくりを支援

商品評価
ブラッシュアップ メニュー 2829

情報発信・販売プロモーション
展示会出展、百貨店の展示販売会などを通じた販売促進

商品開発のポイントは、どこの誰に、ど
んな価値を届けるか。NICOメニューを
活用して構築していきましょう

販売促進チーム 担当

マッチング支援 メニュー 33

専門家に相談 メニュー 1624

補助金等資金的支援 メニュー ❽

レンタルオフィス メニュー 49

問合せ先 販売促進チーム　TEL.025-246-0044

モノづくりの基本講習から
トップブランドの商品開発まで支援！
　モノ（生活関連）の商品づくり支援には、開発ノウハウの育
成を行うワークショップ「ねくすと創造塾」と、開発商品に対し
てアドバイスを行う「モノづくりクリニック」があります。また、
「IDSデザインコンぺ」では、デザイナーやバイヤー、マスコミと
いった多彩な審査員から商品の評価をいただけます。さらに、
海外市場を見据えた「百年物語」は、NICOと企業が協働で
国際ブランドを構築するプロジェクトで、世界に挑戦する貴重
な機会となっています。

百貨店などへの
販路開拓支援を行っています
　モノの販路開拓支援には、販路拡大に向けた情報発信と、
販売プロモーションがあります。NICOのなかで一定の評価
が得られた商品を対象として、展示会への出展や、百貨店等
での展示販売を行っています。「百年物語」の開発商品や、
「IDSデザインコンペ」の受賞作品商品などを積極的にPRし
ています。ぜひ、ご参加、挑戦いただきたいと思います。

ＮＩＣＯ職員が「支援メニュー」や「活用のポイント」をご紹介 ！
ＮＩＣＯでは、県内企業の皆さまの“挑戦”を応援するため
「目的」や「取組みの段階」に応じた支援メニューをご用意しています。
支援メニューを組み合わせて、ＮＩＣＯフル活用 ！
一緒に飛躍への一歩を踏み出しましょう ！

モノ（生活関連）

NICO
職員が
ご紹介 ！
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生産体制づくりを支援
製品を量産し市場に出すための設
備導入や工場建設などを支援

補助金等資金的支援
メニュー 1011

新技術の開発から試作まで
開発のための調査事業に必要な経
費や、具体的な商品開発にかかる
資金を補助　※募集期間は限られます

補助金等資金的支援
メニュー ❹❺12

問合せ先 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
産学連携チーム TEL.025-246-0068

世界中が騒いでいる大きな波に乗り遅れない
「勝ち組」になれるよう、新たな支援メニューを活
用し、一緒に取り組んでいきましょう。

不安も疑問もいっぱいの海外展開だからこそ、
まずは専門家相談を利用して準備を進めましょう！
　海外に進出したいという相談は年々増えています。準備段階から、すでに進出している企業様まで
利用いただける支援があるので、ぜひ気軽にご相談ください。初めての場合は海外展開に関する相談
会や、貿易実務に関する講座をおすすめします。
　また、費用面が課題の海外見本市の参加も、NICOブースを利用すればコストも抑えられます。現地
コーディネータによる支援やブースに通訳を配置するなどのサポートがあり安心です。自社で展開を進め
ていく場合も、市場調査や海外見本市出展の経費を助成する制度がありますので、ぜひご活用ください。

問合せ先 販売戦略チーム　TEL.025-246-0063

地道な情報収集が
必要な海外進出。
専門家のサポートを
受けることが成功の
カギです ！

販売戦略チーム
担当

ビジネスマッチングによる取引連携
全国規模の展示会・商談会の参加サポートにより企業間の新規取引を促進

補助金等資金的支援 メニュー ❽

マッチング支援 メニュー 3236

情報発信・販売プロモーション

展示会・商談会への参加をサポート

●NICO共同ブースの利用
●大手メーカー対象の展示商談会へ参加
県内製造業が大手メーカーに対して「新たな技術の提案」を行う場として、提案型
の商談会も開催。メーカーの資材調達・研究担当者からの注目を集め、評価を得て
います。

海外情報等の発信
海外事務所やジェトロと
連携し、相談会やセミ
ナーを通じて現地の最
新情報を発信

専門家に相談 メニュー 14202122

講座・研修 メニュー 39

セミナー メニュー 44

商談会等による販路開拓
海外見本市の出展や現地の商談会を利用し販路開拓をサポート

補助金等資金的支援 メニュー ❻❼❾ マッチング支援 メニュー 3435

ぜひ、技術面における得意分野
をお聞かせください。有効にア
ピールできる場を提案いたします ！

経営基盤強化
チーム担当

　ＡＩやＩｏＴの導入により、これまでのビジネスを変革する大きな波が生じています。
　この波に乗る強い企業を作るため、新年度から支援メニューを大きく変え、ＡＩや
IoTを活用する意欲的な企業を支援します。まずは、ＩｏＴ活用のスキル、ビジネス創
出思考を養成する講座等をご活用ください。また、ＡＩ、ＩｏＴを活用してさまざまな課
題を解決するための試作開発を支援するメニューも用意しています。

問合せ先 情報戦略チーム　TEL.025-246-0069

情報戦略チーム
担当

人材育成・スキルアップ 講座・研修 セミナー 補助金等資金的支援

41 IoTビジネスアイデア創出塾
42 AI・IoT導入推進人材育成講座
45 ＩＴセミナー

IoT等の活用システムの試作開
発を要する費用を助成します。

13 先進技術開発支援事業

新技術を開発したい

機械や技術関連

販路を開拓したい
新たな技術開発を目指す
企業を応援します
　新分野や新技術・商品開発に挑戦し、新しいステップに進
むための取り組みを支援しています。開発の前段階において
重要なマーケティングや市場調査などの費用を助成する制
度をはじめ、具体的な開発のための費用を助成する制度もご
用意しています。これらの支援は、設備投資は対象外となる制
度もあるため、実際に量産に入る際は、設備貸与などのメ
ニューをご案内しています。また、研究機関や大学などとの共
同研究のコーディネートも行っていますので、新展開をお考え
の方はぜひご相談ください。

マッチングによりモノづくり企業の
皆さまの販路をつなぎます
　県内部品加工の製造業を対象にした販路開拓支援とし
て、外注加工に関する企業の紹介・あっせんをはじめ、新規取
引先を見つけるための技術系展示会への出展サポートや、大
手メーカーと県内企業をつなぐ提案型商談会の開催を行っ
ています。「機械要素技術展（M-Tech）」などに、NICOと共
同で出展することで、出展経費を抑えることができ、併せて他
の県内出展企業との交流・連携も図られます。会社の規模や
提案したい技術内容によって、利用できる支援が変わってきま
すので、まずは一度ご相談ください。

ビジネスのやり方を大きく変えるＩｏＴ
ＩｏＴの活用人材の育成やビジネス創出支援に力を入れていきます！

ＩｏＴを導入・活用したい

海外展開したい

人材育成したい

主なサポートの流れ

主なサポートの流れ

支援メニューが新しくなります！

県内各地で出張相談会
「NICOカフェ」も
開催中 ！ （相談無料）

専門家に相談 メニュー 1624

レンタルオフィス メニュー 49
オフィス・設備レンタル
メニュー 5051 社員のみなさんのスキルアップにぜひご活用ください！

　NICOではさまざまな人材育成支援のセミナーや研修を開催しています。
　「長岡モノづくりアカデミー」は、機械関連製造業の開発・設計担当者向けに行っている
研修で、エリアは全県が対象です。新人向けの基礎コースから、キャリアを積んだ中堅社員
向けの専門Ⅰ・Ⅱコース、さらに３次元ＣＡＤコースなどの多彩なメニューをご用意。講師陣は、
地元の大学や支援機関、企業等、ものづくりのスペシャリストの方々で構成されています。
受講料がリーズナブルに設定されていることから、社員研修の一環として毎年利用される常
連企業さんもいらっしゃいます。
　また、「高度IT人材育成研修」は、ソフトウェア開発をする人材にとって、必要なスキルを
網羅。ユーザー企業からは「ここまで体系立てて研修できるものは他にあまりない」と評価を
いただいています。

問合せ先 テクノプラザ TEL.0258-46-9711
情報戦略チーム TEL.025-246-0069

40 長岡モノづくりアカデミー
43 高度IT人材育成研修
●商品開発を学びたい
37 ねくすと創造塾

●広報活動の基礎知識を学びたい
46 広報普及啓発セミナー

●広報ノウハウを学びたい
38 広報実践講座

●専門家からビジネスヒントを学びたい
47 ＮＩＣＯクラブセミナー

主な講座・セミナー

NICOを活用してみたい、まずは相談したいとお考えの方へ
まずは総合相談窓口までお気軽にお問合せください ！
025-246-0038　営業時間9：00～17：30（土日祝・年末年始を除く）
025-246-0030FAX E-mail info＠nico.or.jp

ビジネスに役立つ旬な支援情報を提供しています。お申込みはこちら

NICOの無料メルマガもご活用ください ！

NICOクラブ http://www.nico.or.jp/club

この他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、
NICO総合案内2017（4月発行予定）をご覧ください。
NICO http://www.nico.or.jp

まずはお気軽にご相談ください！

NICO総合相談窓口

支援事例は
P9へ

外国への特許等出願に要する費用を
助成する補助金もあります
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生産体制づくりを支援
製品を量産し市場に出すための設
備導入や工場建設などを支援

補助金等資金的支援
メニュー 1011

新技術の開発から試作まで
開発のための調査事業に必要な経
費や、具体的な商品開発にかかる
資金を補助　※募集期間は限られます

補助金等資金的支援
メニュー ❹❺12

問合せ先 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
産学連携チーム TEL.025-246-0068

世界中が騒いでいる大きな波に乗り遅れない
「勝ち組」になれるよう、新たな支援メニューを活
用し、一緒に取り組んでいきましょう。

不安も疑問もいっぱいの海外展開だからこそ、
まずは専門家相談を利用して準備を進めましょう！
　海外に進出したいという相談は年々増えています。準備段階から、すでに進出している企業様まで
利用いただける支援があるので、ぜひ気軽にご相談ください。初めての場合は海外展開に関する相談
会や、貿易実務に関する講座をおすすめします。
　また、費用面が課題の海外見本市の参加も、NICOブースを利用すればコストも抑えられます。現地
コーディネータによる支援やブースに通訳を配置するなどのサポートがあり安心です。自社で展開を進め
ていく場合も、市場調査や海外見本市出展の経費を助成する制度がありますので、ぜひご活用ください。

問合せ先 販売戦略チーム　TEL.025-246-0063

地道な情報収集が
必要な海外進出。
専門家のサポートを
受けることが成功の
カギです ！

販売戦略チーム
担当

ビジネスマッチングによる取引連携
全国規模の展示会・商談会の参加サポートにより企業間の新規取引を促進

補助金等資金的支援 メニュー ❽

マッチング支援 メニュー 3236

情報発信・販売プロモーション

展示会・商談会への参加をサポート
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●大手メーカー対象の展示商談会へ参加
県内製造業が大手メーカーに対して「新たな技術の提案」を行う場として、提案型
の商談会も開催。メーカーの資材調達・研究担当者からの注目を集め、評価を得て
います。

海外情報等の発信
海外事務所やジェトロと
連携し、相談会やセミ
ナーを通じて現地の最
新情報を発信

専門家に相談 メニュー 14202122

講座・研修 メニュー 39

セミナー メニュー 44

商談会等による販路開拓
海外見本市の出展や現地の商談会を利用し販路開拓をサポート

補助金等資金的支援 メニュー ❻❼❾ マッチング支援 メニュー 3435

ぜひ、技術面における得意分野
をお聞かせください。有効にア
ピールできる場を提案いたします ！

経営基盤強化
チーム担当

　ＡＩやＩｏＴの導入により、これまでのビジネスを変革する大きな波が生じています。
　この波に乗る強い企業を作るため、新年度から支援メニューを大きく変え、ＡＩや
IoTを活用する意欲的な企業を支援します。まずは、ＩｏＴ活用のスキル、ビジネス創
出思考を養成する講座等をご活用ください。また、ＡＩ、ＩｏＴを活用してさまざまな課
題を解決するための試作開発を支援するメニューも用意しています。

問合せ先 情報戦略チーム　TEL.025-246-0069

情報戦略チーム
担当
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45 ＩＴセミナー

IoT等の活用システムの試作開
発を要する費用を助成します。

13 先進技術開発支援事業

新技術を開発したい

機械や技術関連

販路を開拓したい
新たな技術開発を目指す
企業を応援します
　新分野や新技術・商品開発に挑戦し、新しいステップに進
むための取り組みを支援しています。開発の前段階において
重要なマーケティングや市場調査などの費用を助成する制
度をはじめ、具体的な開発のための費用を助成する制度もご
用意しています。これらの支援は、設備投資は対象外となる制
度もあるため、実際に量産に入る際は、設備貸与などのメ
ニューをご案内しています。また、研究機関や大学などとの共
同研究のコーディネートも行っていますので、新展開をお考え
の方はぜひご相談ください。

マッチングによりモノづくり企業の
皆さまの販路をつなぎます
　県内部品加工の製造業を対象にした販路開拓支援とし
て、外注加工に関する企業の紹介・あっせんをはじめ、新規取
引先を見つけるための技術系展示会への出展サポートや、大
手メーカーと県内企業をつなぐ提案型商談会の開催を行っ
ています。「機械要素技術展（M-Tech）」などに、NICOと共
同で出展することで、出展経費を抑えることができ、併せて他
の県内出展企業との交流・連携も図られます。会社の規模や
提案したい技術内容によって、利用できる支援が変わってきま
すので、まずは一度ご相談ください。

ビジネスのやり方を大きく変えるＩｏＴ
ＩｏＴの活用人材の育成やビジネス創出支援に力を入れていきます！

ＩｏＴを導入・活用したい

海外展開したい

人材育成したい

主なサポートの流れ

主なサポートの流れ

支援メニューが新しくなります！

県内各地で出張相談会
「NICOカフェ」も
開催中 ！ （相談無料）

専門家に相談 メニュー 1624

レンタルオフィス メニュー 49
オフィス・設備レンタル
メニュー 5051 社員のみなさんのスキルアップにぜひご活用ください！

　NICOではさまざまな人材育成支援のセミナーや研修を開催しています。
　「長岡モノづくりアカデミー」は、機械関連製造業の開発・設計担当者向けに行っている
研修で、エリアは全県が対象です。新人向けの基礎コースから、キャリアを積んだ中堅社員
向けの専門Ⅰ・Ⅱコース、さらに３次元ＣＡＤコースなどの多彩なメニューをご用意。講師陣は、
地元の大学や支援機関、企業等、ものづくりのスペシャリストの方々で構成されています。
受講料がリーズナブルに設定されていることから、社員研修の一環として毎年利用される常
連企業さんもいらっしゃいます。
　また、「高度IT人材育成研修」は、ソフトウェア開発をする人材にとって、必要なスキルを
網羅。ユーザー企業からは「ここまで体系立てて研修できるものは他にあまりない」と評価を
いただいています。

問合せ先 テクノプラザ TEL.0258-46-9711
情報戦略チーム TEL.025-246-0069

40 長岡モノづくりアカデミー
43 高度IT人材育成研修
●商品開発を学びたい
37 ねくすと創造塾

●広報活動の基礎知識を学びたい
46 広報普及啓発セミナー

●広報ノウハウを学びたい
38 広報実践講座

●専門家からビジネスヒントを学びたい
47 ＮＩＣＯクラブセミナー

主な講座・セミナー

NICOを活用してみたい、まずは相談したいとお考えの方へ
まずは総合相談窓口までお気軽にお問合せください ！
025-246-0038　営業時間9：00～17：30（土日祝・年末年始を除く）
025-246-0030FAX E-mail info＠nico.or.jp

ビジネスに役立つ旬な支援情報を提供しています。お申込みはこちら

NICOの無料メルマガもご活用ください ！
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この他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、
NICO総合案内2017（4月発行予定）をご覧ください。
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まずはお気軽にご相談ください！
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外国への特許等出願に要する費用を
助成する補助金もあります

特 
集

Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
ま
る
ご
と
活
用
術

06

N
IC

O
 P

R
ES

S

N
IC

O
 P

R
ES

S

07


	143表紙
	NICO143_02
	NICO143_03
	NICO143_04
	NICO143_05
	NICO143_06
	NICO143_07
	NICO143_08
	NICO143_09
	NICO143_10
	NICO143_11
	NICO143_H4

