
※事業所名五十音順、敬称略

№ 事業所名 業種 自社紹介PR ホームページ 所属商工会議所・商工会名 県

1 藍樹工業 製造業・ものづくり

工作機械カバー、タンク、フレーム等のＳＵＳ・鉄の溶接を行っています。一貫生産はできない現
状ではありますが、表面処理、焼け取り工程まで対応しています。独立し、創業３年目ではありま
すが、経験と技術を生かしながら事業発展を目指し、新たにお取引をして頂ける企業様を求めて
います。

高岡 富山

2 （有）浅野屋 その他（コンサルタント業）
私共は、ヒヤリングをさせて頂いた後、コスト最適化支援サービスをご提供させて頂いています。
先行投資等の金銭的なリスクは一切なく企業に貢献したいと考えております。

長岡 新潟

3 （株）アテンド 情報通信業

ホームぺージの製作、管理から、ホームぺージの広告宣伝、インターネット上の風評被害トラブ
ル、炎上トラブル対策まで！ホームぺージに関する事は何でも株式会社アテンドにおまかせくだ
さい！
ホームぺージの製作、管理、運用でお困りの企業さま！
弊社の『風評対策ソリューション』『WEB広告運用』の販売代理店をご検討の企業様！
お気軽にご相談ください。

https://www.attend.co.jp 長岡 新潟

4 （株）アドテックエンジニアリング 製造業・ものづくり
弊社は、プリント基板用露光装置、FA装置の設計・製造・販売を行っております。
近年　FA装置に力を入れており、各種業界へ自動化のご提案から納入後のアフターサービスま
で一貫したサポート体制を整えております。

https://www.adtec.com/ 長岡 東京

5 （株）アルテッツ 製造業・ものづくり
プラスチック射出成形用の金型設計・製作を行っています。型締２００トンクラス以下を得意として
います。

http://www.alt-altezza.jp/ 福島 福島

6 アルファー（株） 製造業

1987年電子部品の組立工場として十日町市で開業。大手部品メーカーからテープレコーダー用
磁気ヘッドの組立を請負う。以降今日まで各メーカーより様々な組立依頼を受け、対応している。
現在はデジタル精密計測器完成品までの組立を主に行っている。熟練作業者が多く、多品種少
量生産、短納期対応が可能であり、組立治工具、設備製作から部品調達を含めた一貫生産が
出来る体制を整えている。2016年より電子血圧計の依託生産を開始。

十日町 新潟

7 一般社団法人あんしん財団　新潟支局 その他（保険業）
あんしん財団は、１９６４年の創立以来、半世紀以上にわたり中小企業の「経営」を守る、支える
を理念に、「ケガの保障」「労働災害防止」「福利厚生」の３つのサービスと社会貢献活動を通じ
て、中小企業をサポートしている一般社団法人です。

http://www.anshin-zaidan.or.jp 長岡・柏崎 新潟

8 （株）アンドウ 製造業・ものづくり

マシニングセンター、ＮＣ旋盤を多数設備して、自動車部品を始め、様々な産業の製品の加工を
行っており、試作、小ロット品から専用ライン、搬送ロボットを活用し、量産品を高効率、低価格で
の提供を心がけています。
又、ＩＳＯ9001を継続認証し高品質を維持管理する体制も構築しております。

http://www.andoh-co.jp/ 長岡 新潟
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9 （株）イーテック 製造業・ものづくり

イーテックは、バーコード・ＲＦＩＤ機器の開発製造を中心にオートＩＤ機器の開発を行っています。
今回紹介するものは、ウエアラブルのＩＣカード読み取り装置です。
セル生産や、ピッキング作業を正確に記録確認できます。読取装量は時計バンドで腕に装着で
きるので手作業から、持ち替えなしにＩＣカードを読み込みできます。

https://www.e-tecinc.co.jp/ 上越 新潟

10 イオンリテール（株）イオン長岡店　 小売業

イオンリテール(株)は、イオングループの総合スーパー事業としてして全国に約４００店舗を展開
する企業でございます。
新潟県にも複数店舗「イオン」「イオンスタイル」を出店しております。
イオン長岡店はオープンから今年で３１年目を向かえ、より地元のお客さまに寄り添った暮らしの
ご提案が出来るよう目指して参ります。
（※今回のエントリーはイオン長岡店単店との御商談とさせていただきます。）

https://www.aeonretail.jp 長岡 新潟

11 （株）五十嵐樹脂工業所 製造業

弊社はプラスチックの真空成型を得意とし、自動車部品や電子部品等の工業用搬送トレーと商
品包装用のブリスターを製造している会社です。（規格品は扱っておりませんので、ご了承くださ
い）
特徴として、企画設計・金型作製・成型・出荷までを自社で行う一貫生産体制を構築しており、取
引先様からの様々な要望に対し、柔軟に対応が出来る環境が整っております。
もう一つの特徴として、多品種小ロットでの生産を得意としており、その点に付きましても御検討
いただき、お気軽にお声掛けください。

http://www.welcome-ipi.com 田上町 新潟

12 （株）五十嵐電機製作所　柏崎工場 製造業・ものづくり

IＧモータ（Ｉｇａｒａｓｈｉ　Ｍｏｔｏｒ）の名称で、小型ＤＣモータ、ギアドモータ、及びアクチュエータなどの
モータ部品を、自動車用途向けを始め、ＯＡ機器、家電製品、電動工具、産業機器用途向けに提
供しています。
また、製品はいわゆるカタログ販売ではなく、お客様の要望に合わせたカスタマイズ設計によりご
提供しています。
市場のニーズや顧客の要望に応えながら技術を蓄積し、小型モータで世界有数のシェアを誇る
グローバル企業となりました。現在では、製品開発、生産、性能評価、信頼性向上、用途別駆動
機構解析など、各技術分野で多くのスタッフが日々向上心を持って働いています。

http://www.jp-igarashi.com 柏崎 新潟

13 五十嵐刃物工業（株） 製造業・その他

弊社は主に刈込鋏、鉈等の園芸刃物を製造しております。
伝統技術を活かし、現代の製造方法で材料から製品までを一貫して自社で製造しております。
職人により一丁一丁丹念に仕上げた最高級刈込鋏のブランド「鋼典（かねのり）」や、こだわりの
深い一般の方々へ向けた剪定鋏ブランド「PRUMAN」などを展開しております。

http://www.kanenori.com 三条 新潟

14 （株）イチカラ畑 製造業・食品　その他（農業）
有機ＪＡＳ農園
オーガニック商品そば（乾麺、生麺、インスタント麺）　そば茶、そば粉、そばの実など
自社農園で栽培してます。

ichikarabatake.com 小千谷 新潟

15 IDIoT 製造業・ものづくり　情報通信業

理想的なIoTシステムを提供することを目指してIDeal IoTの文字を取って社名としています。弊社
はセンサー、無線通信、及びクラウド技術の活用を得意とし、“ワン・ストップ“で一貫したシステム
を提供できることを強みとしています。弊社の技術であらゆるものを見える化し、御社の経営にイ
ノベーションをもたらします。前職の海外勤務、海外エンジニアとの協働を通して得た経験を活用
して国内外を問わず総合的に経営革新に貢献します。

https://idiot-iot.com/ 長岡 新潟

16 ウエタックス（株） 製造業・ものづくり

水中音響機器をメインとする弊社の商品は、水中スピーカー・水中マイク・水中通装置・防水マイ
ク・救助用機材・イヤホンがあります。特に水中スピーカーは日本シェアNo.1の企業であり、アー
ティスティックスイミングや水中警備・養殖など、様々な分野に利用されています。メーカー業務の
他に、受託生産サービスも行っています。
新たな外注先の開拓と、取引先の獲得を希望しています。

https://www.uetax.co.jp/ 上越 新潟



17 （株）魚晃 製造業・食品

小千谷市内を中心に市場直結の魚介類を使った加工品を販売しています。真空包装以外の作
業は全て手作業で行っています。「ひとつひとつ丁寧に手間を惜しまず」をモットーにお客様に喜
ばれるモノづくりを心がけています。
拠点は小千谷市に当工場と飲食専門の店舗が1店、長岡市川口に魚の切身・漬け魚の工場の3
ケ所となっています。

https://www.uokou.co.jp/ 小千谷 新潟

18 （株）エーシーエ設計　上越支社 その他（建築設計）

長野市に本社を置き、建築の設計監理を行う㈱エーシーエ設計は、上越支社をはじめ東京・松
本に支社を置き、ホーチミン市・ヤンゴンにも海外事業所を展開しております。実績としては、病
院やクリニック・学校・福祉施設から市街地再開発や工場・事務所まで幅広く手掛けており、グ
ループ会社として設備設計や建築に係る調査事務所なども有し、地域に根ざした事業展開を進
めております。

https://www.aca-sekkei.co.jp/ 上越 新潟

19 （株）エーダブリュ・ジャパン 製造業

当社は、ＬＥＤ照明、装飾用ＬＥＤライト、ＬＥＤランプ等ＬＥＤを使用した器具及びＬＥＤ用電源等を
企画・開発より行っています。お客様のニーズに合わせた製品を、企画・設計からトータルサポー
ト致します。
各種プリント基板の設計・実装や製品組立等のＯＥＭ生産も得意としており、高品質なものづくり
とスピーディーな対応で、お客様より高い信頼をいただいています。

http://www.aw-japan.com 新津 新潟

20 越後札紙（株） 製造業

当社には、長年培われたシ－ル、ラべルの印刷技術、抜き加工の技術があります。そして、どん
な材料、いかなる加工が、どんな印刷に向き、加工に向くか、判断する技術を、提案力を持って
います。
また、クリ－ンル－ム内で使用される「クリ－ンル－ムラベル」を独自のクリ－ン化技術により半
導体・HD業界で多く利用されているラべルを製造しており、更に、医薬品に利用するラべルの販
路拡大も目指しております。

fudagami.co.jp 小千谷 新潟

21 （株）越後みそ西 製造業・食品

郷土のたからを未来に伝えることを使命に掲げ、１８０年以上続く伝統の技を受け継ぎ、材料にも
こだわった味噌作りをしております。新潟県産大豆と新潟県産こしひかりを使用し、長年に渡り使
いこんだ大木桶で仕込む味噌は芳醇な香りと大豆の深い旨味を感じて頂けます。また木桶仕込
みの生味噌をぜいたくに漬け床にして仕込むみそ漬けは、味噌と並ぶ人気商品です。伝統の製
法と熟練の技から生まれる味をお楽しみいただきたいと思っております。

http://www.misonishi.jp/ 柏崎 新潟

22 Ｎｉプライニング合同会社 サービス業 次世代型高純度次亜塩素酸水 安心・安全・除菌・販売　ナトリウムより安全８０倍の除菌力 https://y33wv.crayonsite.info/ 長岡 新潟

23 エヌガイア（株） サービス業

代表は、シンガポール/カナダ/香港/中国と25年を超の海外経験を持つ海外ビジネスのプロで
す。法務/税務のプロとみなさんの海外ビジネスを大きくナビゲートします。
1.電子メイルにヘルプや海外ビジネス悩み事相談
2.ビジネスフィージブルスタディー/ビジネスモデルアドバイス
3.商談同行サービス
4.計画実行段階における現地サポート支援
5.海外展開に必要な従業員・スタッフの意識改革の支援
6.海外の学生さん達のインバウンド研修パッケージ
7.その他、海外ビジネス展開支援に関すること諸々

http://www.n-gaea.jp 長岡、新潟 新潟

24 エヌサービス（株）森永越後ミルクセンター 小売業

主に森永乳業製品を中心に宅配販売・卸業を営んでおり、今話題のラクトフェリン・ビフィズス菌
など配合した乳製品をはじめ、健康維持・免疫力向上などに役立つ商品を販売しております。
特に保存料不使用で長期保存（６．４カ月）可能な森永無菌充填豆腐は常温での保存が認めら
れ、食材としての普段使いはもちろん、ギフト・景品・ノベルティー様々な用逸でご活用いただけま
す。
今後、常温保存・長期保存が可能になった豆腐は必ず注目される製品でございます。ぜひ弊社
商品を有効にご活用願いたいと思います。

http://echigo-milk.jp/ 長岡 新潟



25 （株）ＮＤＣ 製造業・ものづくり

当社は小物ダイカスト部品製造業。年間数百個程度の極小ロットから月産数百万個の大ロットま
で、ご要望に応じて組立サブアッシーまで幅広く対応致します。自社にて金型設計から製作まで
行いますので、安心した部品作りと安定した供給をご提供。大ロットに至っては自社製の自動検
査機等でコストにも貢献可。海外からの生産シフトや金型の移管、また、リスクマネジメント、セカ
ンドベンダーとしてお考えでもお気軽にご相談下さい。

http://www.ndcnew.co.jp/ 長岡 新潟

26 （株）Ｆ・Ｓ・エンジニアリング 製造業・ものづくり

弊社には２つの事業があります。１つ目が各種プラスチックの切削加工品の受託製造、２つ目が
アルミフレームを用いた安全カバー等を設計から材料調達、製作に至るまでの業務です。プラス
チックの切削加工、アルミフレーム製品ともに、弊社自社工場と協力会社とのネットワークで、お
客様の要望に可能な限り対応させていただいております。最近では、新潟県庁へ新型コロナウイ
ルス検査用ＰＣＲブースを納入させていただきました。

http://www.fsec-nagaoka.jp/ 長岡 新潟

27 （株）オオイ 製造業

露光装置、スクリーン印刷機、工作機械、射出成形機、液晶関連装置、電子部品製造装置など
各種装置の部品加工から組立までの一貫生産を得意としております。
精密切削・研削加工から大物(3500x8000mm)加工までの鋳物、溶接品(製缶品)、SUS、ＡＬベー
ス、プレートなど各種材料にも対応しております。
各種装置の現地据付、立上げ補助作業やメンテナンス作業のお手伝いもいたします。

長岡 新潟

28 （有）大谷 小売業
小千谷市の中心部で長きにわたって婦人服の小売業をさせていただいてます。小千谷縮を中心
として着物リメイクを販売して下さる事業者さん。または、作って下さる事業者さんをさがしていま
す。ナチュラルで着やすいリメイクをめざしています。

小千谷 新潟

29 （有）大塚木型製作所 製造業・ものづくり

弊社は鋳造業界を主とした木型の製作を行なっています。主要素材は発砲スチロールで他に木
やケミカルウッドも使用します。特徴として、全案件の３Ｄモデルの作成と機械により切削で造形
します。最近多いものが大型の発砲スチロール型で、プレス金型・工作機械・産業機械向けの型
や美術用・装飾用の原型と多岐にわたって製品提供を行なっております。鋳物化しての製品提
供も可能です。上記でお困り事がありましたらご相談ください。

http://www.ohtuka.co.jp/ 長岡 新潟

30 （株）オートプロ 小売業

平成16年より上越市にて自動車販売、整備を中心に行い、軽トラ専用幌「スーパーホロ」を販売
しています。特徴は①左右開閉式②脱着が簡単③荷台に雨の侵入が一切無い④全ての軽トラ
に取付が可能で便利な商品です。（特許取得済）
さらにこのスーパーホロをカスタマイズした「スーパーホロカスタム」を開発。幌シートの変更、左
右に窓を装着など使い方は自由自在。
当日は現車を持ち込み致しますので是非、ご覧ください。

www.autopro.work 上越 新潟

31 （株）オーヒラ 製造業・ものづくり

ものづくり50年の精密金属加工企業
1.　医療機器のOEM,ODM、受託製造対応 光学機器に特化した物づくりが得意
2.　材料調達から、金属・樹脂加工、表面処理(塗装)、組立まで一貫しての製造対応　顧客要求
に基づいた開発・製造対応（顧客図面（CADなど）から製品化まで）
3.　国際品質保証準拠、医療機器製造販売許認可取得（日本、北米、欧州）開発・製造パート
ナーとより良いモノづくりを目指すオーヒラ！

https://ohira.co.jp 六日町 新潟

32 （株）オオミヤ　オオミヤスポーツ 小売業

１９４６年創業の長岡市のスポーツ小売店。地域スポーツ専門商社として事業展開。
売り場約３００坪の店舗での販売と、外商部では地域の学校、公官庁、スポーツ施設、法人等
へ、スポーツ用品の提案、販売から設備の点検修理、工事も対応。
建設業許可を取得し、スポーツ器具アドバイザー資格を取得した専門員が対応。地域のスポー
ツや健康活助の振興に寄与し、イベントや講習会、大会の開催や企画、協力を行っております。

http://www.ohmiya-sports.com/index.htm 長岡 新潟



33 大森木工（株） 製造業

主に木製の建具や家具の制作、製造、取付を行う明治43年創業の町工場です。一般住宅から
店舗、公共施設まで幅広いニーズにお応え致します。職人の受け継がれる技術と実績を生か
し、これからも「おかげさまの心」を企業理念とし「ものづくりによる社会貢献」を目的に掲げ、皆様
と共に歩み、発展していく企業を目指します。

長岡 新潟

34 （株）小田原オートメーション長岡 製造業

当社は、モーター用巻線機（モーターを生産するシステム）の開発、設計・製造、販売を通じ、
人々の生活を豊かにしています。
機械は単体機だけでなく、巻線機の前後工程を含めた巻線ラインシステムを、お客様のニーズに
お応えするため、完全受注生産で開発し、提供しています。

http://odawara-automation.co.jp 長岡 新潟

35 柏崎ユーエステック（株） 製造業・ものづくり

＜業務内容＞
①ＯＥＭ製品の受託開発・製造
②汎用及び２色成型品の製造販売
＜自社ＰＲ＞
製品作りの豊かな経験に基づき、開発、設計、製造、物流までお客様のニーズにお応えします。
メカトロニクスと２色成形技術を活かし、お客様のご要望にあったモノづくりにきめ細かく対応いた
します。
＜発注企業に特にＰＲしたいこと＞
家庭用電気機器の量産、産業用省力化機器の製造、単色及び二色成形を得意としております。
設計から部品調達、組立まで一貫して行える事が弊社の強みです。

http://www.k-ust.jp/ 柏崎 新潟

36 （株）　片貝製作所 製造業・ものづくり

数g～20㎏生型自動造型プロセスによる鋳造、30～500㎏フラン自硬生手込めプロセスによる鋳
造を最新設備と技術力で生産しております。
多品種、少量にも対応致します。品質保証設備も多様に取り揃え、自動車をはじめ各業界から
の信頼を得ております。
コスト提案、立ち上げが早いのも当社の強みのひとつです。

https://k-hp.katakai-mfg.co.jp 小千谷 新潟

37 （有）片桐鉄工所 製造業

当社は1960年創業以来NC旋盤・溶接・機械加工を行っています。NC旋盤加工をお探しの方、外
注費等コスト削減を検討中の方、弊社と取扱い商品に更なる付加価値をつけませんか？半加
工、全加工少ロットでも気軽にご相談ください。
〈得意加工〉
ねじ切り加工
〈所有設備〉
森精機(複合)、マザックNC等
〈対応素材〉
SUJ、S45C、SS400、FCD400、ステンレス等幅広く対応致します。お気軽にご相談下さい。

三島商工会 新潟

38 （有）金子屋商事 飲食業

長岡市内で3店舗の飲食店を営業している会社です。これから弊社の餃子をどんどん販売してい
きたいと考えています。弊社の餃子は大きく、味もおいしいと好評です。中身は長岡産のキャベ
ツや白菜を使用し、豚肉は新潟県産とこだわって使用しています。今現在スーパー様４店と飲食
店3店に餃子を卸しております。

http://kanekoya.jp/ 長岡 新潟

39 （株）カワイ精工 製造業・ものづくり

弊社は新事業としてシステム開発・ＩＴ導入支援事業を開始しました。ＷＥＢサイト構築からＩｏＴ・ＡＩ
システムまでお客様のご用件をお聞きして最適なシステム提案・開発を致します。社内確保が難
しいＩＴ技術者の代わりとして、お客様のＩＴ導入に関するご相談・導入支援をして、お客様のIT導
入推進のお役に立てればと思います。また主事業である金型製作・成形の方も引き続き承って
おりますのでよろしくお願い致します。

https://kawai-seiko.co.jp 上越 新潟

40 （有）カンダプロセス 製造業
平面や曲面へのスクリーン印刷、パッド印刷等を扱う特殊印刷の会社です。　世の中のあらゆる
成形物への印刷を得意としており、小ロット～からの対応が可能です。他社では断られるロットや
難しい案件、試作印刷等、まずはお気軽にご相談ください

http://www.kanpro.net 長岡 新潟



41 （有）キマタ技研 製造業・ものづくり
福島市で製造業を営んでおります。キマタ技研と申します。永年取組んでおります非鉄金属加工
（主にアルミ）を、お客様のボトルネック解消、問題解決のお役に立てたいと考えております。
パーツ製作はもちろん、貴社おかかえの課題、お聞かせ下さい。

http://www.coco-lo.co.jp 福島 福島

42 （株）キャストアンドー 製造業

大正3年創業以来100年に渡り、工作機械、産業機械を中心とした鋳物を製作しております。また
機械加工工場を併設し、鋳造から加工までの一貫生産も可能です。
多品種少量生産方式を採用し、単重は30kg～5tまでの対応が出来ます。
製品は工作機械鋳物等の肉厚物、ポンプケーシング等耐圧物まで多岐に渡り、多種多様な形
状、用途の鋳物に対応可能です。1個からでも対応致しますので加工治具等もお請け致します。

http://www.cast-andoh.jp/ 長岡 新潟

43 （株）協立エンジニアリング柏崎支店 建設業

私たちは４５年の実績をベースに制御する技術である計装業務を得意としてます。その専門力を
用いて、主にプラント・社会インフラ設備にて日々業務にあたっています。
昨年より県外での業務が増加傾向にあります。
新しい発想で新しい分野に挑戦し、業務拡大を進めています。
共に成長し含える会社様との出会いを希望します。

http://www.kyoritu-eng.co.jp 柏崎 新潟

44 協和水産（株）長岡支店 卸売業

当社は、海産物・一般食品の卸売りを生業とし、ロシア・アメリカを中心とした貿易業も積極的に
おこなっております。
長岡支店では、海苔や海藻、おつまみ、一般食品などの個包装済の常温製品の他、調理前の
惣菜原料やイクラ・帆立といった寿司ネタなどの業務用冷凍加工品の販売を行っています。

長岡 新潟

45 （株）共和精工 製造業
プラスチック金型製造を主とした、総合金属加工メーカーです。設計から試作までのトータルサ
ポート（または、設計のみ・加工のみの部分サポート）でお客様のご要望にお応えいたします。既
存金型のメンテナンスや、金属部分のみの加工も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

http://www.kyowask.com 安田 新潟

46 （株）クーネルワーク 小売業

新潟県最大級の産直サイト「新潟直送計画」を運営。2011年に10店舗からスタートしたサービス
が、2020年4月で430店舗までに成長し、多くの店舗様からご参加していただいているネット通販
サービスとなっている。
他、デザインからWeb制作までの業務が可能であり、HP制作実績は県内トップクラスである。

https://cunelwork.co.jp/ 新潟 新潟

47 （株）クリケット 卸売業
全国にある生活協同組合（ＣＯＯＰ）の共同購入への企画立案、商品提案を中止とした食品通販
業態に特化した食品及び日用雑貨卸売業。

http://www003.upp.so-net.ne.jp/cricket/kaisha_gaiyo.html 東京 東京

48 （株）クリタミートパーベイヤーズ 卸売業

にいがた地鶏、佐渡産黒豚、にいがた和牛の取り扱いがあります。これらの肉をいかした加工品
の製造も行っています。
その他　様々な食材を使った加工品も受けＰＢ商品の製造も可能です。
全て手造りですので少ロットで対応でき味の微調整も可能です。
食品でお困り事がありましたら　お声かけて下さい。

kurita-mp.co.jp 長岡 新潟



49 グローカルマーケティング（株） サービス業

当社グローカルマーケティングは、企業・店舗様の売れる仕組みをつくるパートナーです。現在全
国の企業様の売上アップに向けたご支援をしています。昨今の新型コロナウイルス感染拡大防
止に伴って「新しい生活様式」が求められておりますが、企業・店舗として取り組むべき非対面ビ
ジネス、またはオンラインマーケティングは始めていらっしゃいますでしょうか。オンライン商談（営
業活動）、リモート接客、Facebook、Googleマイビジネス、Instagram、YouTube、LINE公式アカウ
ント、ECサイト、WEBマーケティングなど、費用をかけずに自社で始められる施策もたくさんござ
います。当社では豊富な実践事例から、企業様の課題にあった解決策を伴走型でご支援させて
いただきます。

https://glocal-marketing.jp/ 長岡 新潟

50 くろべの太陽（株） 卸売業　小売業

手袋衛生要品、包装資材、３Dモデリング及３Dプリンター教育事業を幅広く運営しております。マ
スク、アルコール消毒液、フェイスシールド等時代の二―ズにあったものを販売しております。事
業提携先を探しております。関連会社として農産物直売所、リサイクルショップも手掛けておりま
す。リピ―タ―客が多く、地元でも愛されております。新商品の開発にも力を入れいます。

https://www.kurobenotaiyo.co.jp/ 黒部 富山

51 （株）クワバラ 製造業・ものづくり

機械彫刻での銘板製作からアクリル加工の技術でのケース、展示ディスプレイなどを製作しま
す。
今までの経験を活かした「カタチのないところから考え、より使いやすく、見た目のバランスも良
い」を目指してつくっています。
工業製品から一般の方に向けたオリジナル商品にも挑戦しています。

http://kuwabara-kk.com/ 長岡 新潟

52 口福の店 魚住かまぼこ店（（一財）上越市環境衛生公社）製造業

かまぼこの生産量が、全国で第1位の新潟県において、唯一軒、いまだに「完全石臼練り」を守り
続けて製造しております。「完全石臼練り」の特徴は、時間をかけて、丁寧に練り上げること。余
分な摩擦熱を生まず、「理想的な練り上げ」になります。多くの工場が、大量・自動生産可能な
カッターを導入する中で、弊社は、ただひたすら「うまさ」と「品質」を追い求め続けています。ぜ
ひ、圧倒的な違いを確かめてください。

https://www.uozumi-kamaboko.com 上越 新潟

53 （株）小西鍍金 製造業・ものづくり
JIS規格で「硬質」と規定される「HV800」をはるかに凌ぐ「HV1200」の超硬度工業クロムめっきの
実用化に成功。熱処理せず、めっきだけで硬度を上げられる技術を開発しました。また、国内で
も数社しか加工をしていない、低温黒色クロム処理（VBC処理）も行っています。

www.konishi-mekki.jp 長岡 新潟

54 （株）小林 製造業・ものづくり

当社は、鋳物、熱処理、ショット加工、仕上・塗装、発送まで設備を完備し、ＩＯＴを用いた生産管
理で材質から工程までしっかり管理をしています。また外注とグループ化をはかり納期管理も徹
底しているのでどんな製品でもスピーディーに製作いたします。
取扱い材質：ＦＣ２５０～３００、ＦＣＤ４５０～７００、その他特殊材質も可
主要製品：工作機械・産業機械・油圧機・油圧機・建設機械・造船部品・景観等の鋳物

https://www.koba-gou.co.jp 長岡 新潟

55 （株）小林工具製作所 製造業・ものづくり

自動車・建設機械・農業機械等の高強度と信頼性を求められる重要保安部品の鍛造加工を得意
としております。また、約50年に渡る経験で培った精密熱間鍛造技術、特殊熱処理技術、および
加工技術を駆使し、専門分野において差別化の図れる製品開発に自信があります。材料調達か
ら加工、熱処理、表面処理まで協力体制が充実しております。自社測定器で測定してから納品
いたします。迅速にお見積させていただきますので御気軽に御相談ください。単品、量産品、大
歓迎です。

http://www.kobayashi-tools.com/ 三条 新潟

56 （有）小林製菓所 製造業

当社は菓子製造業者です。みそ風味の手焼せんべいにおみくじを入れた「おみくじせんべい」を
主に製造し、県内外にて販売しております。また、ニーズに応じていちごや抹茶味のカラフルなせ
んべい、おみくじの代替に小さなおもちゃを包むなどしたオリジナル商品も展開しております。有
名アーティストのコンサートグッズに採用された実績もあり、このノウハウを生かして閑散期の3～
8月に取引可能な販売業者を探しております。よろしくお願いします。

三条 新潟

57 コンタワークス（株） 卸売業　小売業 弊社は作業服・事務服などユニフォームの納入販売業者です。宜しくお願い致します。 柏崎 新潟



58 ＣＯＭＰＡＳＳＲＯＳＥ（有） サービス業

１．風水鑑定（事業所・住居・お墓）①立地条件②日取りの選定（工事開始、棟上げ、入居、開
所、移転、納骨）２．事業戦略の作成①コロナ禍における新規サービスの開発②祭事のスケ
ジュール、社内風紀の改善３．人事管理①求人の選定、社内業務の適材適所②人事担当者の
スキルアップセミナー開催（従業員の才能を見極める）４．情報発信（ＹｏｕＴｕｂｅ，Ｌｉｎｅなどを活用
し、経営者自身をアピールする）

http://komehyappyo.con 長岡 新潟

59 （株）佐藤板金 製造業・ものづくり

現在従業員１５名にて、工作機械の大型安全カバーを主体とし、架台・タンクなど様々な製品を
製作しております。人員・設備とも大量生産には不向きですが、試作・治具等含め、単品～中量
品を得意としお客様のご希望に沿ったきめ細かな対応が可能です。
製缶・板金～機械加工～塗装までの社内一貫生産体制と、半世紀にわたる技術と経験の蓄積に
よる巧の技で、お客様のご要望にお応えいたします。

長岡 新潟

60 三喜商事（株） 製造業

段ボールケースから、化粧箱、紙製ポップ製品、物流資材など幅広い取扱製品でお客様のニー
ズにお応えします。包装の事でしたら弊社だけで何でも揃う、適材適所のご提案を心がけており
ます。また、包装に係る内職作業の請負もしておりますので、お客様の製品包装から発送代行ま
でのワンストップサービスも行っております。人手不足や資材管理などでお困りでしたら一度ご相
談ください。

http://www.sanki-syoji.com 長岡 新潟

61 三協立山（株）　三協マテリアル社 製造業

三協マテリアルはアルミニウム・マグネシウム素材をお客様の製品としてカタチにするメーカーで
す。国内トップクラスの大型押出機や各種精密加工機を保有し、合金開発、製品設計、押出（成
形シミュレーション）、加工組立、試験測定、物流までの一貫体制により、大量生産かつ多様化す
るお客様のニーズに合わせて柔軟にカスタマイズし、最適なものづくり・デリバリーを含めたトータ
ル対応を提供しています。
軽量化が求められている輸送や、産業機械、電気機器、建材など幅広い分野で実績を重ねてい
ます。

http://material.st-grp.co.jp/ 高岡 富山

62 （株）三共土地開発 その他（不動産業）

当社は、不動産業を営んでおリます。長年建設業界・不動産業界に携わってまいリました。その
長年の経験を生かし新規に土地をお探しの企業様のご要望をお伺いし、お手伝いができたらと
思って今回参加させて頂きました。一期一会を大切に親身になってご協力をさせて頂きたいと
思っております。よろしくお願い致します。

長岡 新潟

63 （株）サンユー印刷 卸売業

弊社は、梱包資材を中心とした資材のご提案をさせて頂きます。印刷会社ではありますが、印刷
と梱包材販売の二本柱にて事業を展開しております。
梱包にて使用するテープから出荷に使用するパレットまで様々なアイテムで物流に関わるニーズ
解決のお手伝いをさせて頂きます。
また、現場の環境改善にも力を入れており、熱中症対策に遮熱材「キープサーモウォール」等も
ご提案させていただきます。

https://www.sunyou-pmp.co.jp/ 三条 新潟

64 サンライズ工業（株） 製造業・ものづくり

サンライズ工業(株)は省エネ照明のフロンティアとして特化しており、長寿命の「無電極ランプ」を
次世代照明として様々な企業に供給させて頂いております。即時点灯・消灯ができる事も消費電
力の向上に繋がり、さらに寿命も１０万時間と長寿命。加えて「紫外線を出さない」「低温域でも優
れた性能を発揮」と言った数々のメリットを持つ環境に優しい照明です。ＬＥＤ照明や水銀灯に多
いフリッカーや眩しさも少なく、長時間の使用下でも疲労やめまいを起こさない照明器具です。

http://www.melonbun.com/ 糸魚川 新潟



65 （株）三和製玉 製造業・食品

富山県で玉子焼・オムレツなどの鶏卵加工品の製造販売を59年間やっております。企業規模は
小さいですが、味・品質要望にはお応えする技術力はあると自負しております。今後日配・惣菜・
寿司・水産と汎用性の高い量販様向け商品を「越乃匠」ブランドとして水平展開してもらえるお客
様との取組みを計画しています。ご要望があれば声をお掛けください。また、数品ですが量販と
いう時代に乗らない地方の頑固なメ―カ―様の逸品も、ご紹介させてください。

http://www.sanwaseigyoku.co.jp 富山 富山

66 CS合同会社 情報通信産業

まんがを使ったちらし、パンフレットをはじめ、キャラクターをつかったプロモーション動画などの
企画・制作を行います。
これまでとは少しやり方を変えた広報に挑戦したい！まんがを使ってこれまでのわかりにくかった
フライヤーやパンフレットをわかりやすくリニューアルしたい！といった要望にお応えします。
その他にもブランディングデザインや印刷物の制作、ウェブサイト制作、SNS広報の支援なども
承っております。

https://csllc.co.jp 長岡 新潟

67 （株）　ＧＦＴ 製造業・ものづくり

弊社は長岡市北陽に工場を有しております。各装置メーカー様ご委託による食品・半導体・自動
車関連の部品製造（梱包）装置の製造・検査、工作機械・産業機械の組立・検査を主として行っ
ており、それら装置に対応可能な技能者が多数おります。
工場は１８ｍ×４０ｍの組立スペースがあり、１０ｔ天井クレーン１基の他４基の天井クレーンがあ
ります。フォークリフトは３．５ｔが１台あり、組立時、入出荷時に於いて様々な吊り上げ・移動手段
が対応可能です。

http://www.gft-net.co.jp 長岡 新潟

68 ジークライト（株） 製造業・その他

天然ゼオライトのパイオニアである弊社には、農業、畜産を含めた多方面の産業分野に製品の
販売を行っております。環境資源のインフラストラクチャーとして、安心で豊かな生活と安全な環
境づくりに貢献します。今回は建築用ゼオライトのマッチングを希望します。建築用ゼオライトは
住まいの調湿、消臭、防虫、防カビなどの健康的で快適な住まいを提供します。製品は塗り壁
（ゼオライト漆喰）床下調湿剤になります。

http://www.zeeklite.co.jp/ 米沢 山形

69 （株）ジェー・シー・エス　コンピュータ・サービス 製造業

お客様の業種、業務に合わせ、既存のシステムを活用しながらさらに一歩先を見据えたシステム
をトータルに提案いたします。
ＪＣＳオリジナル販売管理パッケージを基にお客様の業務に合わせたセミオーダーシステムの構
築も可能です。自社オリジナルの帳票作成ツールにより、お客様のコストの削減と業務の効率化
を強力にバックアップいたします。その他、製造業向けのパッケージも扱っております。

www.jcscs.co.jp 上越 新潟

70 ＪＣＣソフト（株）　新潟支社 情報通信業

創業４３年のＩＴ企業です。昨今の在宅テレワーク、今後の働き方改革に対応できるクラウド型の
サービス利用をご提案しております。作業・勤怠・施設の予定情報や資料データのオンライン共
有などのグループウェア機能を取り揃えております。建設業様向けには工事実績管理や技術者
情報管理などの機能もあります。

https://www.jcc-cloud.jp/ 新潟 新潟

71 篠田商店 飲食業　その他（宿泊業飲食）

当店は、長岡市山古志地域を含む旧名越後二十村郷の地域で、闘牛と錦鯉の観光案内、宿泊
と地元の郷土料理の提供を行っております。闘牛の勇壮な迫力、錦鯉の美しさは、国内からの観
光客、海外からのインバウンド観光に最適と思います。この地域の観光を考えられている旅行会
社様、観光イベントを企画されている企業様、また宿泊業者様、タクシーバスなどの運送業者
様、コラボで観光企画をやり観光の集客をやりたいと思っております。

長岡 新潟



72 （株）シマキュウ 卸売業

昭和１１年に創業し地元密着型の高圧ガス・溶接材料・機械工具・鋳鋼材料・医療用具等を卸
し、小売販売している総合商社です。
ネットワークは新潟県内５ヶ所、東北には関連会社を含め１０ヶ所、また北関東エリアにも関連グ
ループ会社を持ち徐々に広域ネットワークを広げているところです。
今後も技術力と素早い対応でお客様に頼られる企業を目指して行きたいと思っております

http://www.shimakyu.com/ 長岡 新潟

73 シルバーふれあいサロン やまゆり 小売業

新潟県柏崎市のご当地グルメとして人気の「鯛茶漬け」２００７年に発生した中越沖地震からの復
興を目指し、地元観光協会が一丸となって開発した「越後柏崎名物鯛茶漬けのもと」を販売中で
す。全国ご当地どんぶり選手権など、数々のコンテストでグランプリを受賞したそのレシピを、フ
リーズドライ製法で再現しました。柏崎市自慢の味をご家庭で気軽に味わえます。どうぞご賞味く
ださい。

https://www.k-silver.jp/ 柏崎 新潟

74 （株）新エレクトロ 製造業・ものづくり

プリント基板の表面実装から、フロ―半田付け、手半田付け、組立、検査までを一貫した生産を
行うことが出来ます。
ＲＯＨＳ、非ＲＯＨＳどちらでも生産が可能な体制をとっております。
現状、少ロット、多品種の生産をメインに行っておりますので、手半田付けが出来る作業者を数
多く就業させております。

http://shinele.co.jp/ 小干谷 新潟

75 （株）新開トランスポートシステムズ 運輸業

弊社は主にコンピュータ・通信機器・医療機器・製造設備等の精密機器の物流業務に携わってお
り、国内に約８０の拠点を持ち全国ネットで展開しております。柏崎営業所は、輸送・搬出入・入
出庫と伴う倉庫保管、包装設計を主とした業務を行っており、輸送については、ゲート・エアサス
車を使用。搬出入はＰＣやＡＴＭから重量物まで対応。（クリーンルーム対応も可能）倉庫につい
ては、空調及びセキュリティーを完備した倉庫を保有し高品質のサービスを提供致します。

http://www.stsnet.jp 柏崎 新潟

76 新事業企画 サービス業

１．小規模事業者様へ新規事業の企画及び業務改善提案など
２．新潟県の法人様の商材・サービスを首都圏市場へ紹介する営業代理店、営業代行など
３．県外のベンチャー・小規模事業様の商材・サービスを新潟県内の法人様へ紹介する営業代
理店、営業代行など
４．シニア世代（外国人なども含む）の活用提案　等を主に行っています。

無し 長岡 新潟

77 新茶屋酒店 小売業

新潟の地酒専門店「酒の新茶屋」は、江戸末期には旧北国街道沿いの日本海を望む峠の茶屋
でした。現在では日本一海に近い青海川駅や恋人岬、国道８号線に架かる米山大橋が眼下に広
がる眺望絶佳の地酒屋です。新潟ならではの限定酒を取揃えておりますので絶景を楽しみなが
ら地酒の試飲が出来ます（２階は無料休憩室）。個人・グループの旅の行き帰りにご休憩がてら
のお立ち寄りコースとしてお気軽にご利用ください。北陸高速米山インター下車、車で１分国道沿
いにあります。

http://www.oumigawa.com 柏崎 新潟

78 （株）シンドー 製造業・ものづくり

ステン材料販売から製品加工まで一貫生産を得意としています。また、あらゆる業界に弊社の自
社商品の展開もおこなっていす。その他、電気関連の組立て、ＡＳＳＹ（盤関係）も手掛け始めま
す。
それとデザインから設計も対応いたします。地域の利点を生かし、すべての二ーズにお答えして
行きます。お客様に（心豊か）をお届けいたします。

https://shindo1947.com/ 燕市 新潟

79 鈴木化学工業（株） 製造業
ポリエチレン、ポリプロピレンの原料から、ビニール袋を自社で一環生産しております。
特注品に特化しており、ロット、納期に柔軟に対応可能です。
また、原料から製造しているメリットを生かし、環境対応製品も現在生産可能です。

三条 新潟

80 （株）鈴木研磨 製造業・ものづくり

当社は精密機械部品のメーカーです。主に自動車部品をメインに製作されるお客様からの依頼
が多いです。金属から樹脂まで、お客様から頂いた図面を基に全加工、一部加工を問わず社内
保有設備や協力会社にて製作致します。小ロット多品種の治工具、ゲージ等の製作を短納期に
て対応しております。納期、品質はもちろんの事、コスト面も重視し、国外協力会社での加工にも
力を入れております。

http://www.suzukikenma.com/ 西尾 愛知



81 （株）スタヂオ・ユニ サービス業

スタヂオ・ユ二は御社のカタログやチラシWEBサイト、SNS、動画などを、日本屈指の百貨店クオ
リティでお作りすることができる会社です。
東京を拠点に新潟・京都・福岡にサテライトオフィスを持ち、三越伊勢丹グループ各社の広告制
作に長年従事。マ－ケティング・企画・デザイン・撮影・コピ－ライティング・WEB制作の専門スタッ
フが在籍し、ワンストップでご要望にお応えします。本社と連携し地方から全国への情報発信も
可能です。

https://www.studio-uni.com/ 東京 東京

82 （株）スタックス　十日町事業所 製造業・ものづくり

当社は精密板金加工の受託事業を展開しています。医療機器、通信機器、産業用機械装置等
あらゆる分野での実積があります。ファイバーレーザー加工機、ワイヤーカットにより、板厚０．０
１ｍｍ　からの薄板板金加工、特殊な筐体製造を得意としており、高い精度を必要とする部品の
製造にも対応しています。また協力会社との連携により鍍金、塗装までの一貫製作を可能にして
います。リピートなしの１ピースのみの製作でお困りでしたら是非スタックスへ御用命をお待ちし
ています。

www.stax-tqs.co.jp 十日町 新潟

83 （有）須戸精工 製造業・ものづくり

精密測定器の製造を得意とし、部品加工から組立完成品で一貫して行います。また医療機器、
OA機器、工作機械、油圧機器等の部品加工から表面処理・完成品まで一貫した生産を行ってい
ます。
・加工分野：切削加工、精密機器、測定機の加工から組立、調整
・製造品目：ダイヤルデプスゲージ、医療用測定機、三次元測定機、光学機器、油圧機器、工作
機械部品

無 長岡 新潟

84 世紀（株） 製造業・ものづくり

プラスチック・ゴムの射出成形用「ランナーレス装置の総合専門メーカー」です。ランナーレスと
は、射出成形品の製造過程において発生するスプルー・ランナーを無くす省資源合理化装置と
なります。精密な制御が必要とされる半導体・電子部品、透明度が要求されるレンズ・医療機器・
バンパーなどの大型部品まで幅広い実績がございます。ホットランナーのパイオニアとして豊富
な技術でお客様の多様なニーズに迅速にお応え致します。

https://www.seiki-hot.com/ 米沢 山形

85 （株）関鉄工所 製造業・ものづくり

当社は金属部品の切削加工を行っています。旋盤加工を主に立・横マシニンクセンタ、複合加工
機などの加工設備を有しています。φ２００以下の鉄、ステンレス、一部難削材を得意としてお
り、試作から量産品まで対応可能です。
材料調達から仕上、熱処理まで、自社で一貫して請け負います。また生産管理システムを導入し
ており、安定した納期管理・工程管理を実施しております。

小干谷 新潟

86 相和プレス工業（株） 製造業

弊社は薄板鋼板を使用した自動車用、電気製品用など、あらゆる深絞り・精密部品のプレス加
工を得意とし各業界の発展に貢献しています。金型の設計・製作・メンテナンスを自社で行い安
定した品質を提供します。お客様とのコミュニケーションを尊重し良い製品を実現する提案型企
業です。

http://www.souwa-press.co.jp/ 柏崎 新潟

87 （株）第一測範製作所 製造業・ものづくり

７５年以上技術を培ってきたねじゲージをはじめとした各種ゲージ類から空気・電気マイクロメー
タ、などの精密測定機器、精密機械部品のボールねじ、さらには自動測定機の設計・製作にも対
応致します。
現在のおすすめ製品は、タップ穴自動検査装置、小径内径測定器、空気・電気マイクロメータ用
デジアナ表示ユニット、スイス　トリモス社製のハイトゲージ、横型測長機です。

https://www.issoku.jp 小千谷 新潟

88 大平洋特殊鋳造（株） 製造業・ものづくり

弊社は上越市にある鋳造メーカーです。製造手法は砂型鋳造、機械鋳造、精密鋳造を有する他
海外の鋳鋼品調達も可能です。製造品目は各種熱処理関連部品、ポンプ・バルブ部品、セメント
部品等多岐にわたります。対応鋼種もJIS、ASTM、独自規格を含め耐食鋼、耐熱鋼、耐摩耗鋼
と幅広く対応可能です。
この他、電子ビーム穴開け微細孔フィルタを製造しており、遠心分離機やガラス短繊維製造、食
品関連工場より好評を頂いております。

http://www.psc-cast.com/ 上越 新潟

89 （有）高富産業 製造業
最高、最良のものづくりをモットーにし、日々新しいものづくりにチャレンジしております。
また、昔ながらの技術継承と日々進化する機械工具等を学び、常に製品に織り込んで、より良い
製品を提供できる様に取り組んでおります。

http://takatomisangyo.com/ 前橋 群馬



90 （有）高橋工業所 製造業・ものづくり

福島市で機械加工業をしております。
創業６０年を超える当社は、他社との差別化を図るべく、平成２４年度から工場社屋の建設や最
新設備の増設を行って参りました。
当社が特に力を入れている事業は、大型の精密加工部品の製造販売です。
φ８００クラスの５軸加工機を４台保有し、３次元測定機での品質保証はもちろん３Ｄスキャナを
用いての検証・評価が可能です。
職人技術を継承しながら、最新設備を用いた加工技術の向上を進めております。

福島 福島

91 （株）竹田商店 卸売業

水回り配管の錆やスケ―ル等の解消の御堤案磁気活水器マグネタイザ―の卸販売をしている
会社です。設備工事店・機械工具商等を通してエンドユ―ザ―に販売をしています。ご使用の工
場やマンション等の施設では維持管理の費用の削減が出来ると大変喜ばれています。マグネタ
イザ―は水に磁力を与える事によりクラスタ―を分解する事で本来の水のパワ―を引き出させ、
酸化による錆やスケ―ルの反対の還元作用を引き起こします。御商売の一助に御検討よろしく
御願い致します。

http://takeda-mag.com/ 長岡 新潟

92 （株）太左衛門 小売業
建築及び土木資材等一式
電動工具・作業工具等一式

柏崎 新潟

93 合同会社Ｔａｓｕｋｅ－Ｔｅｃｈ 製造業・その他

独自商材が多数ございます。
①代用リモコン「リスタ」
https://resta-jp.com/
部品供給が終了したテレビ、レコーダー、エアコンリモコンの完全互換品。
②100％ナチュラル素材コットン「GAJU」
https://gaju-cotton.com/
繰り返し使えるコットン。使い捨てコットンが主流の中、時代背景に合わせたサスティナブルな商
品。
③Apple製品 ｱｸｾｻﾘｰ「AHASTYLE」
https://www.ahastylejp.com/
毎月１０万個以上の売れるAPLLE PENケースなど、優れた品質とユニークな製品は世界中で支
持されています。

http://tasuke-tech.com/ 長岡 新潟

94 橘機電（株） 製造業・ものづくり

弊社は工作機械・産業機械各種の制御盤製作～機体配線作業、関連ASSYを手掛けておりま
す。深刻な人手不足解消の為に、これから装置周辺の搬送装置に特化した分野での
事業展開を進めていく方向です。
弊社の技術力を生かし、至らないところを協業するうえで克服できるような企業様を探しておりま
す。

http://www.tachibana-kiden.co.jp 長岡 新潟

95 （株）田中米穀 製造業・食品
株式会社田中米穀は、「日本の米文化を守る」という経営理念のもと、全国の生産者の皆様より
お力を頂き、「安全・安心・おいしい」をご提案して参ります。お客様のご要望に応じたお米をご用
意して参ります。

https://www.tanaka-b.co.jp 長岡 新潟

96 （株）田原鉄工所 製造業・ものづくり

田原鉄工所では「工作機械・産業機械・食品機械」等業種問わず、単品物から量産品までのご相
談をワンストップにて弊社社内加工にて承っております。製缶事業部ではＳＳ材、ＳＵＳ材の薄
板・厚板・各種鋼材にて多種多様な製品加工事績があり、機械加工事業部では業種問わず鋳
物・製缶品の精密部品加工を行っております。又、鋳物調達や各種表面処理まで一貫して対応
致します。

https://www.tahara-nagaoka.com 長岡 新潟

97 （株）タワシテック 製造業・ものづくり

弊社は、シーケンサや画像処理など制御設計を得意とした産業用装置製造メーカーです。制御
系に強い利点を活かして、画像処理装置やハンディーターミナルを使用した検査の自動化や製
品管理システムもご提案させていただきます。また、産業用ロボットの導入から運用サポートまで
対応しており、自社にてお客様向けの産業用ロボットの特別安全教育を実施しています。

https://www.tawashitec.com 長岡 新潟



98 中越工業（株） 製造業・ものづくり

クレーンメーカとして培った技術で大型構造物の溶接や機械加工に対応できます。溶接品は約２
０ｍくらいまで、機械加工品は五面加工であれば７ｍ×２．５ｍまで可能です。
一品物の請負加工を得意とし、機械加工は五面加工桟（テーブル７０００×２５００ｍｍ）、横中グ
リフライス盤（テーブル１４００×１６００ｍｍ）、立旋盤（テーブルφ１２５０、高さ１６５０ｍｍ）、
ショット機、ブローチ盤等を保有しています。

http://www.chuetsu-kogyo.com 柏崎 新潟

99 中越住電装（株） 製造業・ものづくり

当社は自動車用ワイヤーハーネスで世界トップシェアの住友電装のグル―プ会社で、自動車の
電子機器で使用されるハーネスを中心に製造。現在従業員は250人、中越地方に６つの拠点が
あります。
少子高齢化による労働力不足や、年々増加する人件費の問題などの解消のため、オリジナルの
半自動機や、３Ｄプリンターを活用した治具開発・製作など、自働化生産に取り組んでいます。こ
のような取組みを加速させるため、近隣で更なる技術力と開発力を求め、自働機の開発、製作や
作業用ツールなど、樹脂や金属工具等の製作を委託できる企業を探しています。

http://www.chuetsusumidenso.co.jp/ 小千谷 新潟

100 （株）中央設計技術研究所　長岡事務所 その他（水コンサル）

弊社は水の総合コンサルタント企業です。管路設計はもとより浄水・排水施設の設計・現場管理
も行っており最先端技術のご提案で皆様のお役に立てることと存じます。またメンテナンス管理と
して設備管理システムや減価償却管理を一元化したBCPを見据えたご提案なども可能です。
合わせて受注増対応のため上下水道設計協力業者様の募集を行わせて頂きます。
さらなる情報化の推進を目指して参ります宜しくお願い致します。

https://www.cser.co.jp/　　㈱オリエンタルコンサルタントhttps://www.oriconsul.com/ 長岡 新潟

101 （株）ティーアイケーアールワイ 製造業

<機械の設計・製作・メンテナンス〉弊社の強みである「設計→部品調達→組立→配線工事」まで
一貫しての対応で、お客様の「こんな装置を作りたい」という声を具現化します。またお客様の既
存装置の改良・改善を行い、付加価値のある装置への変貌のお手伝い、新しい製造プロセス、
加工方法の開発支援をします。
<シーケンサーソフト・制御盤の設計・製作・メンテナンス〉ソフト設計から制御盤の製作まで一貫
して行っております

http://www.tikry.com/ 栃尾 新潟

102 テラノ精工（株） 製造業・ものづくり

弊社は多種多様な機械装置等の｢設計サポート｣｢切削加工｣｢装置組立｣の３本が柱となり、もの
づくりを一貫生産体制で取り組んでおります。
今までに、膨大な数の図面と向き合い、多くの技術的視点からお客様へ高品質・効率アップ・納
期短縮などに結びつく改善提案としてフィードバックさせていただくことです。

http://www.terrano-seiko.co.jp 長岡 新潟

103 東栄化学工業（株） 製造業・ものづくり

100種類以上の独自配合を持ち、お客様のニ―ズに応じ特殊な用途や必要物性に対して専用の
カスタマイズが可能です。小ロットの成形にも対応しており、試作時には1kgの精練から承りま
す。またグロ―バル展開も進めており海外2ヵ国（フィリピン、中国）に生産拠点を保有しておりま
す。日本の本社工場と合わせて、お客様の国内外の拠点に対して迅速に製品をお届けします。
まずは金型試作の段階から、お気軽にご相談ください。

http://www.toeikagaku.co.jp/ 伊勢崎 群馬

104 東京レコードマネジメント（株）新潟支社 その他（情報管理サービス）

リモートワークによる勤務が必要に迫られています。働き方改革が一気に転換するなか、在宅な
どでの勤務を効率良く進めるために「書類のデジタル化によるペーパーレスと作業自体の電子
化」をお勧めします。当社は記録管理で培ったノウハウを生かし、皆さまの業務効率化にお役に
立てる会社です。仕事の取り組み方として、上記のお悩みを抱えている各社さまのパートナーと
して、是非当社をお役立てください。

https://www.tepco-trm.co.jp/ 柏崎 新潟



105 東北精密工業（株） 製造業

NC複合自動旋盤を馳駆し、高品質、短納期、低コストにより、お客様へ安心をご提供致します。
また小ロットから各種 表面処理、各種 熱処理に対応可能です。
更にＶＡ，ＶＥ提案にも努めて参ります。
【生産主要品目】
　各種精密シャフト、コネクター部品、カメラ部品、アンテナ部品、特殊ネジ、ナット
【主な母材】
　ＳＵＭ、ＳＵＳ、アルミ、真鍮など
【主な設備】
　NC旋盤：２５台、マシニング：１台、ブラスト、センタレスバフ、回転バレルなど

福島 福島

106 （株）東陽理化学研究所 製造業・ものづくり

弊社は「技術で生きる」をテーマに金型設計、開発からプレス、板金、切削加工、表面処理、組立
に至るまでの一貫生産システムを確立している金属の総合メーカーです。
表面処理では、世界で唯一ステンレス、チタンの「コイル材の発色」が可能、大量生産可能です。
豊富な技術知見でお客様の”欲しい”を実現させます。

http://www.toyorikagaku.com/ 燕 新潟

107 （株）トリュウケンマ 製造業・ものづくり

弊社はバフ研磨、電解研磨、電解複合不動態化処理を利用する事により幅広い表面研磨をして
おります。製品の大きさは大小問わず施工可能です。又、出張研磨についても国内外問わず、
全国どこへでも対応しております。工場内では２．８ｔクレーン２基で最大５．５ｔまで受入可能で
す。食品タンク、化学工場向けのタンク実績もあり、使用中のタンクも現地施工することも出来ま
す。内外面とも研磨するタンクローリーも新品、中古どちらも研磨実績がありますので、お問い合
わせください。

https://www.tpi-nagaoka.jp/ 長岡 新潟

108 （有）中里スプリング製作所 製造業

【即納規格ばねナスパックシリーズ 12,000種類】
開発・設計などに役立てて頂きたい、自社規格の即納ばね。
３時までの注文で、当日発送致します（一部除く）。
【ばね鋼房】
ワイヤアートの自社ブランド。
メディアでも取り上げられている書きづらいボールペン、頭の体操、オブジェなど。
【特殊材加工】
インコネル・タングステン・Peek・モリブデン・チタン等。
【特注品】
１個から受注可能。緊急対応最短25分。
線ばね・板ばね・ねじりばね等

http://www.nasspack.co.jp/ 高崎 群馬

109 （株）永沢工機 製造業
鉄やステンレス、アルミ、銅などの板材を使用し、板金～表面処理、組立てまで行っております。
ファイバーレーザー加工機やYAGレーザーロボット溶接を導入し、業種を問わず、試作から量産
まで御対応致します。

http://www.nux.co.jp/ 福島 福島

110 （有）中澤鉄工所 製造業・ものづくり

弊社では、丸物の切削加工を得意としており、これまで工作機械メーカーへ部品の納入実績を重
ねてまいりました。多品種少量に対応する生産体制を確立し、材料手配から旋削、ガンドリル加
工、熱処理、ミル加工、研削加工や表面処理まで一貫した製品作りを提供いたします。お客様の
生産活動に貢献できればと存じます。

https://nakazawa-tekko.jp/ 見附 新潟

111 永田精機（株）新潟事業所 製造業

長年、培ってきた工業用靴下編機の独特なメカトロ技術を保有し、実装電子部品の製造ラインに
各種特性･外観等検査工程を自動で行う複合型自動組立機を設計から製造、据付まで行う自動
機ﾒｰｶｰです。特にSMT用テープ&リールマシン(通常　テーピング装置と呼称)については半導
体、コネクター製品において特殊仕様から標準仕様まで各種対応し実績を有している企業です。

http://www.nagata-seiki.co.jp/ 分水 新潟

112 （株）ナンバ 建設業

冷凍冷蔵設備のフロン漏えい検知システム「フロンキーパー」は、フロン排出抑制法対策、機器
の安定稼働に効果がある他、負荷低減による省エネが可能です。また、冷凍設備の霜付改善と
省エネに効果のある「省エネコントローラＫＥ２」の販売を行っています。新潟県内で冷凍設備の
エキスパートとして培ってきた専門技術を生かし、日本全国を対象に実績を上げています。

https://nanba1.jp/ 長岡・三島町新潟



113 新潟部品加工（株） 製造業
社内設備のマシニングセンター、三次元測定機で多品種少量の加工を請け負い、又金属加工技
術の集積地である長岡、燕三条地域の４００社の協力工場にて、あらゆる加工を１品から量産ま
でお受けし、お客様に代わって納期・品質・コストを管理致します。是非一度ご相談下さい。

http://www.housisha.com/
http://www.niigata-buhinkakou.com/ 長岡 新潟

114 （株）新潟三越伊勢丹　長岡店 小売業

当店は、新潟三越伊勢丹のサテライト店としてアクロスプラザ七日町で店舗を構えています。
日々新潟の本館からの取り寄せ商品の引き取りや、友の会カードの手続きなどで大勢のお客様
が来店されます。店頭では食品・リビングのギフトアイテムを中心に、化粧品・シーズン雑貨・靴と
幅広く品ぞろえをしています。また「長岡みやげ」コーナーを設け、地域の商品の紹介も行ってい
ます。

長岡 新潟

115 二幸産業（株）新渇支社 サービス業

弊社はビルやマンション等の設備管理・清掃・警備を行っています。もしも、貴社が保有する不動
産において、これらの業務を個別に委託管理しているようであれば、ぜひ弊社へご相談ください。
弊社で建物まるごと、設備から美観に至るまで維持管理いたします。通常管理業務から修繕工
事までワンストップで行う体制を整えているので、建物トータルでの維持管理コスト削減を可能と
します。

https://www.nikoh-sng.co.jp/ 長岡 新潟

116 日栄工業（株） 製造業・ものづくり
産業用機械の設計から製作まで一貫して生産を行い、納期や価格も協力企業のネットワークを
ベースにお客様のあらゆるニーズにお応えします。

http://www.nichiei-industry.co.jp 福島 福島

117 （株）日研シェルモールド 製造業・ものづくり

鋳物製品各種及び中子を生産しております。
シェルモールド法による精密鋳造、特に単重１ｋｇ未満の量産を得意としております。
対応材質：FCD、FC、BC6
鍛造、板金製品や加工製品などからのコストダウンに鋳物を提案させて頂いております。
単重0.01Kg（10ｇ）の製品を数10万個/月を生産した実績があります。

小千谷 新潟

118 日鉄工材（株） 製造業・ものづくり

当社はステンレスのコールドフラットバー等の建材製品を日本で初めて製造販売し、電解銅箔生
産用のチタン製電着ドラムを世界で初めて製造販売するなど、操業当初から脈々とパイオニア精
神が受け継がれています。他にも圧力容器、各種電極等の産業機器製品、配管パイプを製造
し、設計・加工・検査技術に高い評価を得ています。チタン等の先端材料の加工・溶接にいち早く
取り組み、独自のノウハウと卓越した技術を確立してきました。

http://www.nsz.co.jp/ 上越 新潟

119 日本刃物（株） 製造業・ものづくり

当社は「産業用機械刃物」を市場に提供し、躍進を続ける異色企業です。
さらに刃物作りで培ったノウハウで精密部品加工にも優れた評価を得ています。
常に設備の近代化と新技術の導入に努め、ユニークな生産システムの開発に邁進しておりま
す。

http://www.n-hamono.jp 米沢 山形

120 日本メッキ工業（株） 製造業

１．３交代２４時間操業体制にて納期の短縮及び特急対応が可能。２．極小品から多量の量産品
及び単品・大型品とあらゆる製品に対応可能。３．硬質クロムの大型品は、長尺槽（１．５ｍ×６
ｍ×１．５ｍ）大型槽（２ｍ×２ｍ×１．２ｍ）を保有。４．無電解Ｎｉ－Ｐめっきの大型品は、大型槽
（０．４ｍ×２．２ｍ×２．１ｍ）を保有。他アルミ素材専用ライン、厚付け（４０～５０μｍ）専用槽を
保有、素材、大きさ、厚みで対応可能。

http://www.nihon-mekki.co.jp 柏崎 新潟

121 日本メディカルマーケティング（株） その他（コンサルタント業） 『福祉と医療の複合型メディカルタウン』のコーディネートを行っております。 https://www.clinic-kaigyousien.com/ 長岡 新潟

122 （株）ネオス サービス業

ネオスは１９９０年に創業したデザイン制作会社です。「ココロを動かすデザイン」をスローガン
に、新潟県長岡市を中心とした企業・行政の広告・ブランディング・パッケージ・ＷＥＢ制作・会社
案内・商品カタログ・動画・ＣＭ・展示会（ブースデザイン）など幅広くデザインコミュニケーションの
お手伝いをしています。地域にはたくさんのすばらしい資源（価値）が眠っています。それらの資
源をブランド化して成長させていくことが私たちの使命と考えています。

https://www.neos-design.co.jp/ 長岡 新潟

123 （有）ハートー級建築士事務所 その他（建築設計監理業）
ＨＡＣＣＰやＦＳＳＣ２２０００の対応工場の設計に、確実な知識と実績のある建築設計事務所で
す。食品衛生法の改正に伴い、食品の加工・製造工場の新築、増改築、改修を計画されている
会社の、頼りになるパートナーです。

http://www.heart-arc.com 上越 新潟



124 （有）　萩野鉄工所 製造業・ものづくり

弊社は昭和39年創業の金属製品製造業者で、工作機械を始め、石油関連部品、建設機械部品
等、各種産業部品を手がけており、主に切削加工、旋盤、立、横マシニングセンタによる複合加
工を得意としています。また機械加工だけでなく、各種研削盤を持っており機械加工から研削加
工まで、一貫生産を行える体制が整っているのが弊社の強みです。

https://www.hagino-tk.co.jp 長岡 新潟

125 橋崎工業（株） 製造業・ものづくり

当社は、中厚板の溶接業をメインにしております。
主な製品としましては、建設機械用ブラケット、カバー、産業機械用ベース等です。
レーザー加工→曲げ加工→溶接→塗装を一貫して製作させていただきます。
機械加工が必要な場合は、協力会社と共に製作させていただきます
単品・試作・小ロットから製作させていただきますので、製缶・板金・曲げ加工が必要な場合は、
当社にお任せください。
小さい会社ならではの、フットワークの良さで御社のお力になれればと思います。

http://www.hashizaki.co.jp 柏崎 新潟

126 （株）長谷川工機 製造業・ものづくり

機械部品を、旋盤加工を軸にトータルでサポートします。主軸・軸受等の小ロット機械加工。両端
面加工機による軸形状の中量産品。ガンドリルマシンによる深穴加工。マシニングセンターでの
二次加工。研削盤による精度加工。試作品の製作から中量生産の加工を得意としています。長
岡地域の特徴を活かし、材料から熱処理・表面処理を含めた一貫したものづくりができることが
当社の特徴です。

http://www.hasegawakoki.jp/ 長岡 新潟

127 （株）波多製作所 製造業・ものづくり

１９５６年創業より、金属部品加工の業務に携わっております。旋盤、マシニング、研削、深穴、ワ
イヤー放電、ＪＢ、の加工が社内設備にて対応する事が可能です。設計、装置組立の業務もして
おり、装置物の一括受注も請け負っております。大量生産よりも小ロツト生産を得意としており、
鉄、ステンレス、鋳物、アルミニウムなどの材質に対応いたします。加工のご相談、装置製作等、
お気軽にお問い合わせ下さい。

https://hatass.jp 長岡 新潟

128 ＨＡＬ企画 小売業
子供服、ベビー用品のリサイクルショップ「きっず★えんじぇる長岡店」です。
ハンドメイド商品の委託販売など承ります。お気軽にお声がけください！

長岡 新潟

129 ビィ・エフ・クリエイト（同） 建設業　小売業

３ＤＣＡＤによる機械設備施工図作成の業務を請負っております。給排水衛生、空設換気ダクト、
消火設備等の作図になります。建築現場や工場関連の施工業者の方々よりご依頼頂いておりま
す。ＢＩＭ対応も可能で、もっと幅広く活動できればと考えています。現場管理２５年以上の経験を
活かし、現場担当者のご負担を少しでも軽減出来ればと思っております。

https://bfsetubi.com/ 上越 新潟

130 （有）ピュアシャイニング サービス業

当社は「笑顔のコミュニケーションで幸せを広げよう」を理念に「社員の成長こそ企業の繁栄」と信
じ、社員ひとり1人が潜在能力を発揮でき、成果に繋がっていくプロセスを心理メソッドで分析しサ
ポートいたします。現代の企業様が抱える悩みにフォーカスしながら、社員育成を行う事によって
様々な予防対策のお手伝いをメンタルプログラムとしてカスタマイズいたします。単発の依頼か
ら、顧問契約までご予算に合わせてご提案できます。
主なコンテンツ：メンタルヘルス担当者へのケア・育成/対象者様に合わせたセミナー各種
　　　　　　　　メンタルサポート（個人カウンセリング・グループカウンセリング）

https://smile-commu.com/ 三条 新潟

131 （株）広井工機 製造業・ものづくり

１９６４年の設立から、ものづくり産業集積地である長岡地域において永年にわたり工作機械や
各種専用機及びその周辺機器の設計、製作などを一貫して手掛け「現場のニーズ第一」をモッ
トーに商品開発を行っています。
現在、ＩＴ、ＡＩ技術を取り入れた「ものづくり」を行っています。
新しいものづくりを行っています。

長岡 新潟



132 （株）廣川製作所 製造業・ものづくり

大型製品の産業機械を中心に蓄積された経験と確かな技術で製缶から機械加工まで本社工場
で一括完成品として生産できます。
レーザ切断機６ｋｗ、プレス３５０ｔなど４台、五面加工機１０ｍなど４台、各種溶接機・精度の要望
に対応いたします。

長岡 新潟

133 （株）フーゲツ 製造業
段ボール製品・プラ段製品・板紙製品・気泡緩衝材の設計及び製造販売を行っています。また、
パルプモウルド製品（緩衝材・花火玉皮等）の販売も行なっています。市場の動向や製品の評
価、お客様の要求、法規制などを反映した製品作りを心がけています。

http://www.fugetsu-co.com 小千谷 新潟

134 （株）フォラール＆１ 製造業　建設業
柏崎市に本社が有る会社です。平成２０年１２月が設立日で設立して１２年目の会社です。人材
派遣業と建設業における請負業を主としております。お得意様のニーズによっては県外への出
張も対応しております。人材の事なら是非とも御用命下さい。

http://foralland1.com/ 長岡 新潟

135 （株）フジ工芸 建設業

「仮設水洗トイレと蒸発浄化汲み取り便槽」
自然を大事にした持続可能な社会を目指して、これからの水不足、河川の水の汚れ、地震や台
風等の災害による下水道が使用不可の時。避難所においての身体の不自由な人達の仮設トイ
レ。イベント等で急に観光客が増えるトイレ不足等。超節水吸引式トイレと汲み取りの必要のない
浄化蒸発式汲み取り便槽と合わせた仮設用水洗トイレです。

http://fujikougei.biz/ 三条 新潟

136 富士産業（株） 卸売業
空地の草刈りをいたします。
現地状況を確認して御見積りをいたします。お気軽にお問い合わせ下さい。

柏崎 新潟

137 （株）藤田製作所 製造業・ものづくり

・金属プレス.板金加工、表面処理、組立樹脂成型、切削加工まで一貫生産体制
・１個の試作から量産まで対応します。
・品質向上、品質改善に実績あり。
・適正価格、納期、提案力でお客様の満足に貢献します。
・ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ１４００１認証取得

http://www.fu-ji-ta.co.jp/ 加茂 新潟

138 （有）富士美容商会 卸売業

弊社は昭和49年の創業以来、理美容の仕事に携わる皆様のお役に立てる事を喜びに感じなが
ら今日までまいりました。
現在理美容業界は、日本の人口減少や1サロン様におけるお客様の減少、また材料費の高騰な
どによりあまり明るくない状況にあります。私たちはサロン様のさらなる繁栄を考え、共に発展し
ていけるパートナーでありたいと願っております。

http://www.fujibs.co.jp/ 小千谷 新潟

139 （株）フジワラテクノアート 製造業・ものづくり

醸造機械・食品機械のメーカーであり、全てオーダーメイドで設備を承っております。醤油、味
噌、清酒、焼酎などの醸造分野で、麴づくりの全自動無人化への道を切り開き、国内の製麴分野
で約80％のシェアを獲得しております。事業内容は、醸造機械・食品機械・バイオ関連機器の開
発、設計、製造、据付、修理、販売及びプラントエンジニアリングです。

http://fujiwara-jp.com/ 岡山 岡山

140 （株）ふふふ 製造業

食を通じて、笑顔いっぱい！幸せいっぱい！！になれる製品造り」を会社の大命題としておりま
す。おいしい・安心・安全はもちろんのこと正直でまじめな製品造りをしてまいります。オリジナル
プリント（OEM）可能。（業務用可食プリンターを所有）
・取扱商品：最中味噌汁、最中スープ、ハート形・星形パスタ、抹茶・ほうじ茶の泡たつラテ（最中
トッピングタイプ）、マンホールの蓋Latte

http://www.fufufunofu.com 三条 新潟



141 （株）プレテック・エヌ 製造業・ものづくり

当社は、新潟県長岡市に大正5年に鉄工所として創業しました。その後100年に渡るものづくりの
歴史の中で様々な技術を培ってまいりました。
各種金属のロール、シャフト、スピンドル等の複合加工案件、1000㎜を超えるMC加工案件、μ台
の精度が必要な研磨案件等ありましたらお気軽にご相談ください。装置やユニット組み立ても部
品手配からワンストップで請け負います。

https://www.pretech-n.co.jp/ 長岡 新潟

142 （株）フロンテア 卸売業

当社はプリント基板の電子部品実装に係る装置からハンダ材料、機械工具の提案販売とアフ
ターサービスを行っている専門商社です。
活動エリアは新潟県内及び隣接県、東北エリア、関東エリアとして新たな情報を提供しつつ営業
活動を行っています。
取扱商品としては、電子部品実装設備．ハンダ付け関連装置、ハンダ材料溶剤、ロボットを用い
た自動化装置、工場内設備全般を得意分野としています。

http://www.frontea.co.jp 長岡 新潟

143 ＰａｙＰａｙ（株） その他（モバイルペイメント等電子決済サービスの開発・提供）

スマホを使った電子決済サービスＰａｙＰａｙです。一昨年のサービス提供開始以来、おかげ様で
ご利用者２８００万人。加盟店は２２０万カ所を突破しました。導入費用、決済手数科、入金手数
料は０円～※。様々な業界から好評をいただいております。また、Ｗｉｔｈコロナの状況下において
非接触型の決済サービスＰａｙＰａｙはより一層注目されるようになりました。ご興味がございました
らお気軽にお問い合わせください。
※費用はご加盟時規模により変動します

https://paypay.ne.jp/store/ 新潟 新潟

144 （株）ベルソフト 情報通信業

システム開発とデザインで企業活動を行い創業２０年。ＩＴでお客様のお役に立てることを第一に
考え、また社会・地域に必要とされる会社を目指してきました。当社は駅前の「エストマゴ」という
飲食店を経営。自店のリピーター獲得のため店舗アプリを自社開発。現在３０店舗の導入実績
があります。ＩＴの力で飲食店を再生させ、さらに新しいビジネスへと枠を広げさらなる発展を目指
します。

https://bellsoft.jp 長岡 新潟

145 北越印刷（株） その他（印刷業）

当社は伝わる、動かすDMをつくります。
新規顧客獲得・・・・国税調査のデータベースからターゲットが多く分布するエリアを抽出し(エリア
マーケティング)、そのエリアに開封率を上げるＤＭ(レタパリＤＭ)で発信します。
既存顧客の囲い込み・・・・宛名ごとに内容を可変させることが出来るＤＭ(バリアブルＤＭ）で既存
顧客の囲い込みをお手伝いします。
他に当社の得意とする加工技術でオリジナルのノベルティグッズの作成をお手伝いします。

http://www.hokuin.co.jp 長岡 新潟

146 （株）北陸エンジニアプラスチック 製造業・ものづくり

弊社はプラスチックの素材（丸棒・板）及び精密加工品を製造、販売しております。
＜素材＞
・各種エンジニアプラスチック
・弊社独自素材（中性子放射線遮蔽板等）
・３Ｄプリンター用国産フィラメント
※特殊素材の試作も承っております。
<加工品>
・工作機械、食品機械用樹脂部品の製作
・弊社工場にＮＣルーター、ＭＣ、汎用旋盤等多数の工作機械を所有

https://hokuriku-ep.co.jp/ 富山 富山

147 （株）星野本店 製造業

弘化三年（1846）より長岡市摂田屋に蔵を構えて百七十年、醤油・味噌醸造元。醤油は、全国の
品評会で高い評価を受け続けている。この度うす口醤油をいかした「白だしつゆ」を発売。リピー
ター増加中。味噌は週一回のペースで仕込み需要にこたえている。「糀一夜漬（こうじいちやづ
け）の友（とも）」米・米こうじ・塩だけでできている現代版の食をエコする商品として発売から三十
年になる中、新たな活用使い方を提案している。醸造のまち摂田屋ならではの発道をしている。

http://www.hoshino-honten.jp/ 長岡 新潟



148 （株）星元 卸売業

「健康は食事から」をコンセプトに主にスーパーフードと呼ばれるナチュラルで栄養価の高い食材
を取り扱っております。オーガニックココナッツ(ココナッツシュガー、ココナッツ粉、ココナッツオイ
ル等)をはじめ、カナダ産オーツ麦、麻の実(ヘンプシード)、90種類以上の栄養素を舎むと言われ
るフィリピン産モリンガなどの原料、また、それら原料の素材を生かしたパンケーキミックス、クッ
キーなどの製品開発も行っております。

http://starsuperfoods.jp/ 小出、大阪 新潟

149 （株）マキナエンジニアリング 製造業・ものづくり

当社はメカトロニクス開発・設計及び装置の製造を行っております。金融端末装置を中心に、医
療機器や自動処理機等の様々な装置の開発・製造を行っております。そのノウハウ・経験を活か
し、お客様個々のニーズ（製造品質・コスト・納期）に対応します。試作単品からスポット受託製
造、量産、評価まで部材調達含め自社で対応可能です。本社は川崎ですが、事業所が新潟市と
熊谷市にあり、ロケーション対応も充実しております。

http://www.maquina-eng.info/ 川崎 神奈川

150 マコー（株） 製造業・ものづくり マコ―はウェットブラストという物理工法にこだわり続ける装置メ―カ―です http://www.macoho.co.jp/ 長岡 新潟

151 （株）松橋屋 製造業

ホテル旅館から外食産業、量販からネット通販等業務用冷凍食品の企画製造販売輸入販売を
手掛けております。自社工場と協力工場を携えておりＯＥＭも承っております。懐石料理一式・ビ
ジネスホテル向け朝食弁当、小売用、居酒屋外食レストラン商材など、弊社にできない事はあり
ません！ぜひ弊社におまかせを！職の創造を世界から日本から松橋屋です。食を極めた我々
にしかできない事。それは我々にしかできない事がないという事！究極はここにあり！！

https://matsuhashiya.com 吉田 新潟

152 （株）マネージメント創研 情報通信業

地域の発展にはメディアが足りないという思いから、活字が売れないなか、あえて雑誌を発刊。
季刊誌「Ｔｓｕｒｕｇｉ剣」を中心に、県内のトップリーダーを念頭に、コミュニケーションの活性化を目
指しています。「Ｔｓｕｒｕｇｉ剣」はいわば、地域の文藝春秋という位置づけですが、今後デジタルメ
ディアを含め、総合雑誌から飛び出して専門分野の情報提供に枠を広げていくつもりです。様々
な事業体がコラボし、ソーシャルイノベーションを起こすお手伝いができるものと思います。

msouken.co.jp/ 長岡 新潟

153 マリープラチーヌ（株） 卸売業

マリープラチーヌは炭酸パックを主体とした化粧品ＯＥＭ製造卸販売会杜です。
１０月に販売予定の新商品は整骨院・スポーツジム・リハビリ・痩身向けに開発した炭酸商品で
す。その代理店・販売店を募集します。レンタル事業として医療用認定機器の浄水器で5種類の
水を生成（次亜塩素酸）（還元水素水）（酸性水）（強還元水）（浄水）１台で作れる連続式電解水
生成器です。
この事業の取次店募集も募集しています。

https://www.mary-pla.jp 新発田 新潟

154 （株）丸栄機械製作所 製造業・ものづくり

円筒研削盤、内面研削盤を中心とした工作機械を製造販売しております。また砥石を用いて加
工する専用機の対応もしております。小物部品をターゲットとした小型の機械を得意としておりま
す。“貴社だけの1台を提供します”をモットーにユーザー固有のニーズに対応した製品を製作し
ておりますので、既存の生産設備では対応できないテーマをお持ちのお客様は是非とも話を聞
かせていただきたいと思います。また、専用仕様のオーダーにタイムリーに対応していけるよう、
部品の仕入先も広く募集しております。

http://www.maruei-kikai.co.jp/ 長岡 新潟

155 （株）丸互 製造業・ものづくり

丸互は上越市でソフトウエア開発／OA機器販売／製缶関連加工／土木資材販売／非鉄金属
加工／住宅建築並びにリフォーム工事／精密樹脂金型・成形加工を行う創業６７年のモノづくり
複合企業で、お陰様で多くの大手企業様と直接取引をさせて頂いております。今回は、販路、仕
入先様、協力先の開拓や製造施工の請負、技術開発でマッチングを希望しております。弊社ＨＰ
をご覧頂ければ幸いです。お声がけ、お待ちしております。

https://www.marugo.com/ 上越 新潟



156 （一社）ミス・ワールド・ジャパン・埼玉 サービス業

女性や子供達の社会進出と活動の推進及び社会的弱者への社会貢献活動推進を目的とし、活
動をしています。今回は、ＳＤＧｓの取組みの一つである「こども食堂プロジェクト」として有事の際
の防災備蓄品を購入を検討している企業様、個人様を募集しております。１セット購入するにあ
たり１０円／個を「こども食堂」に寄付する仕組みになっています。たくさん方々に知って頂き購入
して頂きたいと思っております。

https://www.mwj-saitama.com/ さいたま 埼玉

157 （株）宮島化学工業 製造業

当社は、荷造り、農業関係、工業関係の各種作業に欠かせないＰＰ・ＰＥのひもやロープを製造・
販売するメーカーです。
お客様のニーズに応じて、長さや厚みを変え、お客様のオリジナル製品を多数製造しています。
強度や軽さなどの品質はもちろんのこと、海外製品には真似のできないきめ細かな対応力にも
自身があります。

http://www.miyajimakagaku.com/ 岩室 新潟

158 ミリオンパック（有） 卸売業

弊社は各種袋の企画製造販売をしております。　紙、ポリ、不織布、ポリエステルなど様々な材
質の袋が制作できます。ショップバッグ、キャンパスバッグ、展示会用の袋など様々な場面で活
躍する袋は歩く広告塔になりますので、お客様の企業ＰＲのお手伝いをさせていただきます。
その他、各種資材の卸、小売り販売もしており、資材の小ロット対応も可能です。

長岡 新潟

159 （株）メティエ 製造業・ものづくり

FPGAと基板設計の専門メーカー。
・小型Linux基板を使用したIoT機器
・光センサー回路とFPGAを組み合わせたヘルスケア用心拍計
・C言語設計回路による機械学習と画像認識
・Zynq応用FPGA回路・高速シリアル通信によるアナログ計測装置
・各種マイコン基板組み込みプログラム
・各種FPGA回路設計
企画から設計、ソフト、基板製造まで一貫したシステム構築を行います。

http://www.metier-dc.co.jp 小千谷 新潟

160 （株）メビウス 情報通信業

当社は、企業のシステム構築・運営をトータルでサポートするIT企業です。お客様の抱える課題
の解決や業務改善に対し、お客様と二人三脚でシステムの提案から実装までご支援いたしま
す。近年では機械学習やディープラーニングといったAIやデータ分析に関するご相談も増加して
おります。当社事例のご紹介や活用方法のご相談は無料で受け付けておりますので、お気軽に
お声がけください。

http://www.mob.co.jp/HP/ 長岡 新潟

161 （有）毛利製作所 製造業・ものづくり

工作機械の部品加工をメインの事業とし、旋盤、マシニング、五軸、内外研削、ネジ研削、ワイ
ヤー加工などを行い製品の一貫生産を行っています。数量は10～300個程度でサイズは丸もの
ではφ300、角ものでは1000×600まで可能です。主に製作させて頂いている業界としては工作
機械・産業機械・医療関係・JISQ9100を取得して航空機関係も行っております。近年は、写真か
らレリーフデータを作製して加工しております。

www.mohri-mhr.com 長岡 新潟

162 （株）矢代工業所 製造業・ものづくり

弊社は創業以来、一般機械器具製造業として鉄やステンレスの板金加工、溶接加工を主体とし
て製造を行ってきました。
最近では、３次元設計に力を入れ複雑化、高度化する顧客の仕様に対して「見える化」を行って
ミスとムダのない「ものづくり」を目指しています。
弊社の経営理念は「提案型ものづくり」であり、取引先の要望や課題を取り込み、３次元図面を
弊社にて作成し、試作開発から製品化まで一線完結的に取引先の課題を解決します。
展開から塗装まで一社完結しますので、短納期、コストダウン、単品受注が可能です。
２０ｍほどの一枚定盤を備えており、長尺物・大型製缶品にも対応します。
近年ベンダーも導入し、精密曲げや深曲げ、Ｒ曲げ、６．０ｔ－２４００Ｌまで対応可能です。

http://www.yashiro-k.com 柏崎 新潟

163 （株）柳製作所 製造業・ものづくり

食品関係を始め、ダイカストマシン、半導体装置など、様々な業種の機械の製作をしています。
また、それに携わる部本を一点から製作しています。その素材も鋳物やアルミ、ステンレスなど
様々で、選ぶ事無く加工しております。組立までの一貫生産をしておりますが、部費加工は一点
からでもお受けしており、組立のみでも承っております。

http://yanagi-ss.jp/ 長岡 新潟



164 （株）山市 卸売業

住宅・建築資材、機材　家電製品・店舗内装資材、サイン資材等全般の取り扱いをしております。
より快適で暮らしやすい環境作りをテーマに住まいづくりのコーディネートを提案する建材部、効
果的なサイン、店舗装飾を提案する化成品部、各部門、各営業所と連携をとり県内ネットワーク
に生かしております。

https://www.kk-yamaichi.com 長岡 新潟

165 （有）山岸モータース サービス業　その他（特販品販売）

小国地域の特産品である雪国ぎんなんの加工品を種々製造し販売をしてきた。ぎんなんアイス
クリーム、ぎんなん羊羹、ぎんなんの味噌漬け、ぎんなんの酒粕漬け、ぎんなん麺等々であっ
た。今後は、お客様からの要望のありました、何時でも、何処でも、手軽に食べられるように「ぎ
んなん揚げ」を製造、販売していきたいと思います。

http://www.ginnan-ice.jp/ 小国町 新潟

166 （株）山口技研 製造業・ものづくり

工作機械・専用機・自動化省力化機械向けの各種精密部品および治具等の製作、また装置組
立を行っている会社です。
マシニングセンタ、NC旋盤、研磨、ワイヤーカット放電を保有し、材料調達から仕上げまでの一貫
製作により高精度、高品質、低コストを実現しております。
３次元測定器、ハイトゲージなどの測定器保有。
協力会社を活用して、焼入れ、表面処理、円筒研磨、板金、溶接製品も対応可能です。

http://www.yamaguchi-giken.com 黒部・入善町富山

167 （株）山倉 卸売業

当社は昭和２４年創業のニット製造及び企画業を営んでおります。
新規事業として、本年より外国人技能実習生や特産技能性のコンサルタント事業を行っていま
す。
特に製造、建設関係の実習の育成や教育などに力を入れています。行政書士の先生との連携
や企業連携など無料の相談などにも対応しています。

見附 新潟

168 山崎醸造（株） 製造業・食品
昭和１５年創業のみそ、醤油の製造販売メーカーです。新潟県内ではトップシェアですが県外へ
の発信力が乏しく、販路が伸びません。一緒に商品開発、サービス開発を行い県外へ伸ばした
いと考えています。

http://www.echigojishi.co.jp 小千谷 新潟

169 （株）ヤマト 製造業・ものづくり

・事業内容：精密金属部品製造、精密プラスチック部品製造、アッセンブリ組立、自社開発完成品
開発
・加工内容：精密金属切削加工、長尺部品加工、マシニング加工、多条ねじ、偏心部品加工、微
細部品加工、ギア加工、難削材加工、プラスチック切削加工、プラスチック成形、インサート成
形、アッセンブリ組立
・保有機械設備：ＮＣ自動旋盤、マシニングセンター、ワイヤカット、ブローチ盤、ホブ盤、フライス
盤、研磨盤、プラスチック射出成形機他
・社内に様々な加工機を保有しているため、多工程にわたる加工につきましても社内一貫加工が
可能です。

http://www.yamato.cc 諏訪 長野

170 大和飲料（株）内職事業部 その他（内職請負業）

請負業務は封入・箱作成・検品・シール貼り・各種アッセンブリ・バリ取り・電子部品作成と多岐に
渡ります。内職登録が130名以上で、短納期、大ロットにも対応します。また、大まかな作業内容
のご提示で、すぐさま時間チャージを提示致します。一度依頼をすると、作業管理が不要になり
ます。受注後は責任を持って完成品をお届けします。事業所は上越ですが、130㎞ 程度であれ
ば運送便にて対応可能です。是非一度お問合せを！

上越 新潟

171 ヤマト運輸（株）長岡主管支店 運輸業

弊社は、昨今の社会情勢を踏まえた輸配送業務の増大化や通販事業の展開に最適なサポート
をさせていただきます。輸配送はもちろん、それに付随するシステムや決済サービス、梱包資材
など幅広く支援することが可能です。また、通販事業では配送という観点から事業拡大に貢献致
します。
業種・業態を問わず、弊社独自のネットワーク、サービスを駆使してお客様のご要望にお応えし
ます。

http://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/customer/ 長岡 新潟



172 （株）ユーワ 製造業・ものづくり

非鉄金属の精密部品切削加工を得意としています。検査体制の拡充と培ってきたノウハウで、
満足いただける製品を迅速にご納得いただける価値で提供いたします。
大手光学機器メーカ―様や工作機械メ―カ―様など、世界中のあらゆる業界に向けてアイデア
のご提案と製品のご提供を新潟は小千谷の地よりいたします。

https://yuuwa.sakura.jp 小千谷 新潟

173 （株）ユニゾーン 製造業・ものづくり

(株)ユニゾーンでは、多種多様な表面処理を行っており、自動車関連部品、産業機械部品など幅
広い工業製品を手掛けております。特に、無電解Ｎｉめっきは、複雑な形状にも均一にめっきが施
される利点を生かし、寸法精度が貴重な部品、大型の製造装量に実績がございます。無電解Ｎｉ
めっきでは、国内最大級のめっきライン（３．８×２．３×２．８ｍ）を完備しております。また、近年
はアルマイト等アルミ材への表面処理を整備しております。

http://www.unizone.co.jp 富山 富山

174 （株）ユメック サービス業
ＳＤＧｓ持続可能社会に貢献したい企業様
電気料金を削減したい企業様
新規事業をお考えの企業様

https://yumec.jp/ 富山 富山

175 （有）横山表具店 サービス業

当社は掛軸や屏風などの、古い美術品の修復を手がけています。しかし最近は、美意識や生活
様式の変化により、それらを売却・処分を検討する方が増え、当社も「美術品終活」としてお手伝
いしていました。そこからさらに、介護・葬儀・相続など一般的な終活の相談にも対応するようにも
なりました。終活に関するセミナー・エンディングノートの作成サポートなどのイベント・講座をお考
えの事業者や個人の方、是非お話させてください。終活カウセラーが対応します。

https://www.yokoyamahyoguten.co.jp 長岡 新潟

176 （株）よしや 小売業

長岡市内に和雑貨店を2店舗展開。オリジナル商品を企画開発し、一部卸売も行っている。この
度長岡に江戸時代より伝わる、からくり酒盃「十分盃」の量産型を制作した。「十分盃」とは並々
注ぐと底の穴から酒がすべて流れ出てしまう不思議な盃で、欲張ると全てを失ってしまう、という
倹約の精神を伝えるものである。長岡ではこの盃を記念品等で配る文化があったが、制作が難
しいことから途絶えつつあった。この度、比較的安価での製作が可能になり、広く全国にこの文
化を発信したいと考えている。日本酒との抱き合わせ販売や飲食店・旅館等での飲酒イベント、
記念品需要など、その他様々なシーンでの使用をイメージしている。

http://misell.jp/waganse/
http://www.n-waganse.com/ 長岡 新潟

177 （株）47CLUB サービス業
全国の地方新聞社と電通グループが連携し、インターネット通販、百貨店催事、カタログ、卸など
の様々な販路で事業者の販路拡大支援および、そこで蓄積されたノウハウをもとにコンサルティ
ングや商品開発を行っております。

https://www.47club.co.jp/corporate-47club.html 東京 東京

178 （株）理工電気 製造業・ものづくり

１．精密切削加工（丸もの・角もの）
２．各種受託生産（組立検査等）
３．MILコネクタ、端子台製作
４．各種ケーブルアッセンブリー
５．全自動機組立検査梱包機設計製作
６．制御盤・配電盤設計製作
７．ロボット制御開発及びロボットハンド設計製作
８．射出成形（８５０ｔから製作）
９．MIL規格コネクタの販売代理店募集

https://rikohdenki.jp/ 東京 東京



179 ユニー（株）リバーサイド千秋アピタ・モール 小売業

大手ディスカウントストアのドン・キホーテを中核とするパンパシフィックインターナショナルホール
ディングス（PPIH)の完全子会社。食料品を中心に衣料品・暮らしの品の取扱う総合小売業。リ
バーサイド千秋は、長岡市の千秋地区に出店し、アピタを中心に１３０の専門店が入居しており
ます。週末は広域からのお客様のご来店があり、中越地区では最大の商業施設としてお客様に
ご愛顧頂いております。

https://www.uny.co.jp/shop/218/index.html 長岡 新潟

180 （株）隆華トレーディング 卸売業

中国語を話せる日本人ではなく、日本語・日本マーケット・商習慣を理解した中国人だからこそ出
来るキメ細かなフォローを致します。コンセプトは「より良いものをより安くご提供する」です。商社
を通さず、現地工場から直接仕入、お客様の多様なニーズ、ご要望に応じてタイムリーな商品開
発を行っております。

http://www.ryuka-t.com 黒崎 新潟

181 （株）ルクス・エナジー 製造業

新潟でLED照明を開発販売しているLED照明メーカーです。現場の声に基づき開発したユニーク
な製品を取り扱っております。
①全天球カメラ用LEDライト
②タブレット用LEDライト
③充電式ポータブルLED投光器
④小型多機能マグネットLEDライト
弊社製品を取り扱っていただける代理店様を募集しております。

http://www.lux-energy.jp/ 新潟 新潟

182 （株）ワークプラン サービス業

コロナウイルスの影響により、最も注目を集めてい事業モデルのひとつが、ネット通販に代表さ
れる「ＥＣ（電子商取引）」です。今後この流れは、通販に限らずあらゆる業種において、「現行事
業のＥＣ化」が避けては通れない経営課題となります。弊社は、迫り来るＥＣ時代に向けて、御社
の事業にマッチングするＥＣ化をご支援し、地域経済・産業の活性化を目指しております。様々な
業種・業態に対応可能ですので是非この機会にご検討ください。

https://tsuku2.jp/teeup-06 上越 新潟

183 （有）渡辺合金鋳造所 製造業・ものづくり

＜１個からでもご相談下さい＞
対応可能材質
〇銅合金
・高力黄銅ＣＡＣ０３
・青銅ＣＡＣ４０３・４０６
・りん青銅ＣＡＣ５０２・５０３
・鉛青銅ＣＡＣ６０２・６０３
・アルミニウム青銅ＣＡＣ７０２・７０３
〇アルミニウム合金
・ＡＣ４Ａ
・ＡＣ４Ｃ
・ＡＣ４ＣＨ
・ＡＣ７Ａ
・その他
〇その他
・錫
・亜鉛
・鉛

http://www.nscs-net.ne.jp/watago/ 長岡 新潟

184 （株）ワドー 製造業
工作機械、産業機械、半導体装置の組立を得意とし、スリ合わせ、キサゲ作業は特に受注をい
ただいており、その他設計、電機関係塗装のみの受注も承ります。
加工品なども用命承ります。

http://www.wado-n.co.jp 長岡 新潟



185 （株）ＬＯＯＰ 情報通信業　主だった業種は飲食業ですが今回は情報通信業にて参加です

格安携帯「Ｘ－ｍｏｂｉｌｅ」の販売代理店株式会社ＬＯＯＰです。２０１９年より発売されたＷｉ－Ｆｉ「限
界突破Ｗｉ－Ｆｉ」のご提案です。大手キャリア３社の回線が使え、本体機種代、契約事務手数料
が０円！！
ずっと定額３５００円／月（税別）でどこでもＷｉ－Ｆｉが使えます。最大８台まで同時接続ができる
のも魅力。タブレットでの外営業や在宅勤務のある企業様やオンライン授業のある塾や学校関係
者様でネット環境を整えたい企業様へぜひオススメです。

https://xmobile-nagaoka.com/ 小千谷 新潟


