
2022/9/15（木）「第６回ながおかビジネスマッチング個別商談会」エントリー事業所リスト

※取扱注意（事業所名五十音順、敬称略）
1-1食品、1-2ものづくり、1-3その他、2建設、3卸売、4小売、5飲食、6サービス、7運輸、8情報通信、9その他

↓
リスト№ 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 (株)藍匠 3卸売
・2.5haに5000本のサルナシを栽培しております。
・又、苗木約1万本を栽培しております。販売もしています。
・化粧品、健康食品の原料として原料メーカーに卸をしております。

http://www.sarunashi.com 十日町 新潟

2 (株)ＩＴＩ開発 9その他（試作開発）
試作開発を得意としています。ソフトウェア、ハードウェア、メカ等幅広い技術により総合的な開発が可能です。
ご希望のイメージやラフスケッチから、実際に形になるまでのご提案を行いワンストップな試作製作のサービスを提供い
たします。

https://iti-dev.jp 福島 福島

3 アイビーリサーチ(株) 1-2ものづくり

日本唯一の製品・３D集客除菌システム『オゾンタイザー』（特許権取得済み）を開発。ＬＥＤブレイドの回転により、動
画等を立体的に投影でき、密集・密接が懸念される展示会やイベント等で、常時除菌しながら強力な集客ができるという
システムです。
奈良と愛知の２つの大学研究で立証されている、ウィルス不活化成分「オゾン」を発生させながら、感染症拡大防止と、
お客様をブース前に立ち止まらせる、という集客除菌に効果絶大です！

https://ibr.co.jp 柏崎 新潟

4 (株)青空 9その他(農業)
・乳酸菌入タマネギ
・米

長岡 新潟

5 (株)アクセル物流サービス 7運輸

24時間365日緊急対応
軽貨物運送事業をしております。
チャーター、定期便、運転代行、引越し、ハンドキャリーなどお客様のご要望にお応えいたします。
また弊社では『蓮飯』を販売しております。
蓮飯は、もち米を蓮の葉で包んで蒸した飯あるいは蓮の若葉を蒸して細かく刻んで混ぜたご飯のことです。現在は上越特
産市場でのインターネット販売、弊社営業所と上越高田駅前郵便局での有人販売をしております。

http://accel-net.jp 上越・須坂 新潟

6 アサヒ電子(株) 1-3その他

「電子機器のモノづくり、丸投げ下さい！」をキャッチフレーズに
製品の設計開発から、部品調達、生産工程設計、検査機、治工具作成、製造、修理まで一貫してサポートを行っておりま
す。
車載、民生、産業機器に対応しておりますので、電子機器の製造でお困り事があればご相談いただければと思います。

https://www.asahi-gp.co.jp/denshi 福島 福島

7 (株)アステック 8情報通信
・電気通信業（ネットワーク機器、電話など）
・光コラボ事業、プロバイダ事業
・通信機器の販売・保守だけではなくレンタル事業も拡充しています。

https://www.k-astec.co.jp 長岡 新潟

8 (株)アテンド 9その他(インターネット関連)

2000年創業、20年以上WEB制作を専門に行ってきて制作実績は3000件以上の数に及びます。
皆さんが、何故当社を選ばれるのか？単なるＷＥＢ制作会社ではないからです。
ＨＰを作ったけど全く効果が無い、更新が面倒で放置、
大事なのは分かるが、どう営業に結び付けたら良いか分からない。
高い金を払ったけど全く業者が顔も出さなくなった。そんな経験ありませんか？
一番重要な【定期訪問によるアナログコミュニケーション】でお客様を安心させます。
公開後が本番ですので定期訪問をしながらWEB戦略のアドバイスと改善提案を行います。
集客方法も画期的で他社には出来ない技術力を保有しております。
更に、WEB制作以外にもPCのお困り毎(ネットやPCが重い等)、LAN構築などITの町医者としてご愛顧頂き、アナログコミュ
ニケーションを大事に地元の企業店舗様を大事にしております。

https://www.attend.co.jp 長岡 新潟

9 (株)アド・クリーク 6サービス業

急速にオンライン化が進む昨今、販路をWEBに移行する企業様も増えてきています。WEBを活用して売上アップに向けたご
支援をさせていただきます。
ホームページ、WEB広告などに関すること全てお任せください！
企画・デザイン・撮影・ライティング・Web制作・動画制作・グラフックデザインの専門スタッフが在籍し、企画提案から
制作までワンストップでご要望にお応えします。

https://adclique.com 上越 新潟
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10 (株)アドテックエンジニアリング 1-2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://adtec.com 長岡 新潟

11 アピデ(株)新潟支店 3卸売

弊社自社開発商品である、ビタクラフトライト（鍋）やヒスイ＆ダイヤモンドコーティングの鍋、その他自社開発商品の
ご紹介を行いたいと考えております。主には実店舗、通販のお取組で販路構築を目指しております。また、キャンペーン
などのイベント景品・粗品・記念品の各種案件に付いて、諸条件に適合した好適品を選定、ご案内を行う活動を行ってお
ります。地域産品の仕入れも検討材料となります。

https://www.apides.co.jp 長岡 新潟

12 阿部幸製菓(株) 1-1食品

新潟県産のみの米を使用した冷凍米粉麺を製造、業務用の販売をしております。
米菓製造業が主となっており、米とは長年身近に関わりがあります。
自社の米粉麺はつるっとしたのど越しともちもちの食感が特徴です。
県産のお米のみでの麺のため県外の方にはかなり興味をもっていただけると思います。
茹で時間が1分～2分と短いためオペレーションの効率化を図ることができますので飲食店様にはご利用いただきやすいと
思います。

https://www.abeko.co.jp 小千谷 新潟

13 有沢総業(株) 1-2ものづくり
FRP引抜成形品を製造しています。軽量、強度、腐食性、耐候性に優れたGFRP、CFRPを連続成形により安価に提供します。
ここをFRPにしたらどうか、そんな着想がありましたら、是非当社にご相談下さい。強度は十分か、どのような形状が最適
か、コストの問題はどうか、などについて、専門の立場から提案させていただきます。

https://www.arisawa-sogyo.co.jp 上越 新潟

14 (有)安田屋 4小売業
平成の大合併で長岡市と飛び地合併した人口4500人位の小さなスーパーです。車で15分で大型スーパーが多くある立地で
すが、創業60年、地域密着で良い品を自信を持ってお客様に提供する！という社長の信念をスタッフ全員がモットーに、
手づくり総菜、手づくり梅干しやこんにゃくなどなど大型店とは違う店づくりをしています。

www.antaya.jp 川口町 新潟

15 (株)イーテック 9その他（IoTシステム開発）
バーコードリーダー、RFID技術を中心に、IoTシステムの開発を行っています。在席するエンジニアはIOTシステム、マイ
コンボードなどを10年以上行っている者もいて、開発力と提案力には自信があります。

https://www.e-tecinc.co.jp/ 上越 新潟

16 イオンリテール(株)イオン長岡店 4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３３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。

https://www.aeonretail.jp 長岡 新潟

17 (株)石高精工 1-2ものづくり

工作機械の部品加工から始まり自動車部品の重要保安部品の加工も手掛けてきました
現在は空圧、油圧等各種機器部品をメインに精密NC旋盤でφ10～φ50のバー材加工がメインですが切断材にてφ100まで対
応いたします
被削材はSUS304、303、316が多いですが鉄、アルミ、真鍮も難なく加工いたします
来春には新工場にて稼働の予定であるため新規顧客を探しております

http://www.isitaka.jp 長岡 新潟

18 (株)イチカラ畑 1-1食品 自社の有機JAS圃場で栽培した蕎麦を使用した常温・冷凍商品・年末の年越しそばなど https://ichikarabatake.com 小千谷 新潟

19 (有)いち粒 3卸売
「カラダがととのう　おいしさの先へ」をテーマに安心安全な素材とストーリーのある商品開発をしております。
当社第一号の商品「雪を割り掘り起した人参ジュース」はじめ、魚沼産トマトジュースなど、おかげさまで発売30周年を
迎えました。今後も雪国新潟が育んだ逸品をお届け致します。

https://www.ichiryu-nouentai.com 十日町 新潟

20 (株)猪貝 1-1食品
こんにゃく、えご、ところ天、もずくを製造しています。
「新潟こんにゃく」「出雲崎産えご」「佐渡産石もずく」など新潟県産原料にこだわった製品に力を入れています。小売
店様向けのパック詰め商品から業務用食材までお客様のご要望に対応した商品づくりを心掛けています。

http://www.inokai.net 長岡 新潟
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21 ウエタックス(株) 1-2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

22 魚沼冷蔵(株)　食品ギフト 吉雪 4小売業

小千谷市で鮭の店といったら「吉雪」。30年前から個包装パッケージにこだわり、美味しさと利便性を追求してきまし
た。
素材の品質と味わいを第一に、季節に合わせた塩加減で、丁寧に一切れずつ仕上げる「甘塩サーモン」皆様からご支持い
ただいている美味しさです。
綺麗に個包装された切身魚は贈り物に最適です。箱をあける楽しみを想像しながら、想いを込めて詰合せております。
美味しい！と気に入って頂けた味を、大切な方へお届けしませんか。まごころを込めてお手伝いいたします。

https://kissetsu.shop-pro.jp 小千谷 新潟

23 (有)永光 6サービス業

人にも環境にもやさしく皆が幸せに元気になる事をモットーに美容商材卸やマネジメントを行っています。
美容室事業部（ビーキュートサイド）ではオーガニックに基づいた技術、商品販売を展開（主にAVEDA、SHIGETA、オリオ
セタなど取り扱い）
美容を通じてSDGsに取り組んでいる。

https://becuteside.com 長岡 新潟

24 (株)エーシーエ設計　上越支社 9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

25 (株)エーダブリュ・ジャパン 1-2ものづくり

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用電源等の企画・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。
各種プリント碁板の設計・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おります。

http://www.aw-japan.com 新津 新潟

26 (株)Sサービス 6サービス業
弊社は「新しい生活様式」をサポートする会社です。主に抗菌・抗ウイルスコーティング施工を行っており、安心な家庭
環境、職場環境作りをしています。併せて、総合清掃も行っており、その際に使用する洗剤は、環境に配慮した主成分が
「水」のアルカリ電解水が主です。

長岡 新潟

27 (株)越後御貢屋 4小売業

弊社は、道の駅「ながおか花火館｣の物産直売所「越後長岡御貢屋本店」などでふるさと越後・長岡の銘品やこだわりの逸
品を販売するお店です。
厳選した品々を生産者の想いと共に、県外から長岡にお越しいただいた観光客や県内外にお住いの大切な方へお届けしま
す。

https://omitsugi.com 長岡 新潟

28 越後札紙(株) 1-2ものづくり

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。

https://fudagami.co.jp 小千谷 新潟

29 (株)越後みそ西 1-1食品

「郷土のたからを未来に伝える会社である」を理念とし、天保2年より190年続く伝統を受け継ぐ味噌蔵です。新潟県産こ
しひかりと大豆を使用し、長年に渡り使い込んだ杉の大木桶で仕込む味噌は芳醇な香りと大豆の旨味を感じて頂けます。
その木桶仕込みの生味噌を漬け床に使用したみそ漬や醤油、あま酒などの糀製品も製造。伝統の製法と熟練の技から生ま
れる新潟の味をお届けいたします。

http://www.misonishi.jp 柏崎 新潟
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30 エヌガイア(株) 6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．サービス業・タクシーの運転手さんらへの超簡単　英語・中国語の講座開催
８．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

31 エヌサービス（株）森永越後ミルクセンター 4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

32 (株)NDC 1-2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少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化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等もお気軽に
ご相談下さい。

http://www.ndcnew.co.jp 長岡 新潟

33 (株)エヌ・テー・シー 8情報通信
弊社は、1984年の設立当初より基幹業務ソフトウェアをご提供しております。弊社製品である会計ソフトウェア
「SystemBox会計」を中心に、ITを活用した業務課題解決をご支援いたします。

https://www.kk-ntc.co.jp 長岡 新潟

34 (株)Ｆ・Ｓ・エンジニアリング 1-2ものづくり

弊社は新潟県長岡市にて、プラスチック切削加工とアルムフレームの組立・設計を主な事業とし、金属加工、ゴム加工、
セラミック加工などご注文もお受けしております。
今回のビジネスマッチングでは、プラスチック加工、金属加工、ゴム加工、セラミック加工を必要とする企業様、または
プラスチック加工、金属加工、ゴム加工、セラミック加工を得意とする企業様を希望いたします。

http://www.fsec-nagaoka.jp 長岡 新潟

35 (株)FT・F 1-3その他

1,プラスチック、セラミックスの再資源化、マニュフェスト削減、処理経費削減を致します。
2,特注品（オーダー品）のセラミックボールの開発と量産
3,各種セラミック製品の製造、各種焼成（酸化、還元、真空、その他）、固い物やプラスチック粉砕、粉体混合、詰め替
え作業などの請負業務
4,インド現地企業との30年以上にわたる豊富な繋がりと経験
※国内大手企業様のインド進出のサポート経験豊富です。

https://ft-f.com 恵那 岐阜

36 (有)大塚木型製作所 1-2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
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37 (株)オーヒラ 1-2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

38 小片鉄工(株) 1-3その他
・弊社は小千谷市で製品を製造し全国的に販売しているボイラメーカーです。販売や取付工事、アフターメンテナンスま
で一貫したサービスを提供しております。

https://ogata-iw.jp 小千谷 新潟

39 柏崎ユーエステック(株) 1-2ものづくり

・弊社はOEMによる家庭用機器、環境機器の開発から製造まで手掛けて参りました。コロナ禍において培ってきた技術を利
用した自社商品を販売したいという思いから、感染症対策に繋がるオゾン除菌器の自社開発を行いました。
・今回開発したオゾン空間除菌機はコロナ対策に有効でオシャレな空間除菌器となっており、山形県医師会協同組合の
ホームページにて本年の3月1日に感染症対策商品として取り上げていただいた商品となります。

http://www.k-ust.jp 柏崎 新潟

40 (有)金子屋商事 5飲食

長岡市内で3店舗の飲食店と食品工場で中華麺と冷凍生餃子を製造・販売している会社です。長岡の新名物として一口目で
肉汁があふれ、二口目で幸せが広がる餃子を製造しております。弊社の餃子は大きく、味も大変好評です。現在普通の餃
子、シソ餃子、生姜餃子、ゴマ餃子の4種類揃えております。餃子の餡は、出来る限り長岡産のキャベツや白菜を使用し、
豚肉は新潟県産１００％使用しております。現在、スーパー5社、飲食店3社、ＪＡ農産物直売所3店道の駅花火館と取引さ
せて頂いております。

http://kanekoya.jp 長岡 新潟

41 (有)鴨川館 5飲食

創業70余年の料亭です。社是「福雲の如し」。お客様に、お取引先様に、当社社員皆に雲が湧き出るように福も湧き出る
ようにと願って、仕事をしております。
約10年前より本格的に物販商品を製造販売しております。直接の販売はもちろんの事、楽天やぐるなび等ネット販売や長
岡市ふるさと納税等でもご好評いただいております。今回は、料亭のお座敷の〆として好評でした「だしおかゆ」を新規
作成しました。長岡の米を使い、常温で賞味期限は2年です

http://www.kamogawakan.com 長岡 新潟

42 (株)キャストアンドー 1-2ものづくり

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)クーネルワーク 6サービス業

産直サイト「新潟直送計画」（新潟県内の事業様限定）
産直サイト「山形直送計画」（山形県内の企業様限定）
セレクトショップ「KITAMAE」（新潟、山形、富山、石川、秋田など）
「地域の誇りをおすそわけ」をテーマに、産直サイト直送計画を通じて、「ふるさと」と「ひと」を結び、コミュニケー
ションをデザインしています。

https://chokuso-keikaku.jp/ 新潟 新潟

44 (株)クラウン電装 8情報通信

〔取扱い商品〕※メイン商材
・ソフトバンク法人回線
・ソフトバンクITソリューション（LIME WORKS、KING OF TIME、ZOOMアルコールチェッカーなど）
・ソフトバンクでんき、シンプルフリーwifi
◎ソフトバンク法人様業務携帯を導入することによるコスト削減はもちろん、ITソリューションやサービスの活用による
今まで以上の効率化や利便性を提案すべく、日々活動を行っております。

https://crowndenso.co.jp 長岡 新潟
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45 (株)クリケット 3卸売 全国の生活協組合様、ヨシケイ様、オイシックス様他への加工食品（菓子・乾物・漬物・総菜等）の商品企画及び販売。 東京 東京

46 (株)クリタミートパーベイヤーズ 1-1食品
今秋よりオリジナル商品として「発酵・醸造のまち長岡」をテーマに発酵食品を使用した加工品の製造・販売を予定して
ます。
P・B商品も可能です。お声かけお待ちしてます。

http://kurita-mp.co.jp 長岡 新潟

47 グローカルマーケティング(株) 6サービス業

全国の中小企業を対象に、マーケティングを通じた売上アップを支援する会社です。
デジタル化が進む今、営業の効率化・オンラインで売上を伸ばすことが求められています。当社では既存顧客からのリ
ピート促進・過去接点先の見込み客育成に効果的な、顧客管理・WEBマーケティング・メルマガ配信・分析など、中小企業
がすぐに取り組める費用対効果の高いツールを活用してご支援しています。

https://glocal-marketing.jp 長岡 新潟

48 くろべの太陽(株) 1-1食品

この度、8月末に新規事業所設立、オープンいたします。高級料理店の味くろべの太陽家®家族のPRをすべく、小売販売店
様とのマッチングを希望いたします。高級料理店の味の食材を提供、レトルトで提供します。
当社の概要：冷凍調理食品事業、包装資材事業、衛生介護用品、３Dプリンター事業、　を実施しております。
農産物直売、リサイクルショップ「地産の黒部」の運営を手掛けています。
ぜひここ黒部の町へ寄ってか～れ！

https://www.kurobenotaiyo.co.jp 黒部 富山

49 (株)Ｋ．Ｓ．Ｔ 2建設
・原発での配管・電気工事がメインですが、他にも一般土木工事・建設工事等、幅広い仕事に対応しています。
・従業員のやる気・体力は他社より自信があります。
・フットワーク軽く、スピード感を持って対応します。

https://minsyuku-rafu.jp/kst/ 柏崎 新潟

50 小池ろうそく店 1-3その他
創業明治26年「手描き越後花ろうそく」の小池ろうそく店と言います。お土産用の絵ろうそく・手ごろでカワイイ「あり
がとうろうそく」など多種多様に準備しています。近県ではとても人気のある商品ですが、生産量が少なくゆっくり見る
機会もないので是非この機会に御検討ください。

http://hanarousoku.com 亀田 新潟

51 (株)小西鍍金 1-2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

52 (株)小林 1-2ものづくり
長岡の地で鋳物製造一筋75年、長年で培った技術と最新のITを導入した生産管理によりどんな形状の鋳物部品でも製作い
たします。またわが社は多品種少量生産のため少量でも喜んでお受けします。鋳物のことなら小林へお問合せください。
鋳物以外の熱処理・ショットブラスト・塗装にも対応しています。

https://www.koba-gou.co.jp 長岡 新潟

53 (株)小林工具製作所 1-2ものづくり

工具・自動車・建設機械・アウトドア用品等の高強度と信頼性を求められる重要保安部品の熱間鍛造加工を得意としてお
ります。約59年に渡る経験で培った熱間鍛造技術、熱処理技術、及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、自社測定器で測定し
てから納品いたします。迅速に御見積いたしますので御気軽に御相談ください。

http://www.kobayashi-tools.com 三条 新潟

54 (株)コマガタ 3卸売

弊社は、主に学校・教育現場に施設用品・衛生用品を収めてまいりました。最近では、自社に機材を入れ、オリジナル商
品製作販売を手掛け始めました。オリジナルノベルティーグッズ・Ｔシャツ　記念マグカップ・名入れボトルなどを中心
に少数ロットからの製作を得意としています。即日納品なども行い喜ばれています。貴社様の｢ほんの少しだけど｣を現実
に出来る会社です。

長岡 新潟
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55 サカエ板金(株) 1-2ものづくり

概要…主に工作・産業機械業界で鉄板加工、鋼管、アングル材などを使用して、タンク(容器)、装置架台、カバー、各種
部品を受注製作しております。
特徴…レーザー加工機、曲げ加工機など板金加工機に必要な設備を自社で保有しているため、超短期対応が可能です。単
品～数個製作を主にしているので、大きな受注数は必要ありません。他業界の方で製作図面がなくても、スケッチ図面な
どでも柔軟に対応致します。
材質加工比率…鉄75%､SUS20%､その他5%

https://sakae-bankin.jp 長岡 新潟

56 (株)佐藤板金 1-2ものづくり

1963年の創業より、お客様とのお約束を守り、お取引先との信頼関係を大切に、社業に励んで参りました。現在は工作機
械の大型安全カバーを主体とし、それに付随する板金部品、機械加工部品を製作しております。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。お手伝い出来ることがございましたら、ぜひ
長いお付き合いをさせて頂きたいと思っております。

長岡 新潟

57 サンエツフーズ(株) 1-1食品

新潟県産の牛乳・地卵を100％使用のジェラート、冷凍プリンを自社製造。
その他越後の豚まん、冷凍食品等を販売しております。
当社はオリジナル商品やOEM商品の企画販売を行っております。
特に、地元新潟県内の特産品を使ったプリン・アイス等スイーツ関連に自信を持っており、他社ではなかなかできない小
ロットでの生産を承っております。

https://www.big-advance.site/s/131/1951 長岡 新潟

58 三喜商事（株） 1-3その他
段ボールケースの提案。発送・輸送に関わる資材の案内。包装・梱包作業から全国発送までの業務請負を行っておりま
す。

http://www.sanki-syoji.com 長岡 新潟

59 三協立山(株)　三協マテリアル社 1-3その他

三協マテリアルはアルミニウムおよびマグネシウムの押出・加工ならびにその販売を行っているメーカーです。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、加工～組立、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。また、三協マテリアルでは三協立山グループ全体でリサイクルに取り組んでおり、納入先メー
カー・解体業者とも協力関係を築き、使用済みアルミを回収。積極的にリユース・リデュース・リサイクルを推進してい
ます。

http://material.st-grp.co.jp/ 高岡 富山

60 (株)サンシステム 2建設

新潟県長岡市を本拠地として、関東及東北・甲信越エリアにおいて、テナント内装工事を行っています。製品は本拠地に
て製作管理し、各工程については県内外のパートナーと連動しております。受注先は地元においては不動産会社や一般需
要者が主ですが、主要顧客は一部上場企業を含む業界上位の大手企業を中心として安定した取引をさせていただいていま
す。

https://www.sunsystem-net.co.jp 長岡 新潟

61 (株)サンファーム泉 1-1食品

弊社はアロニアベリーという全国的にも希少な果実を無農薬栽培し、自分たちの手で加工・販売を行う6次産業化事業者で
す。アロニアはポリフェノールがブルーベリーの3倍以上入っているスーパーフードです。主にアロニアを原料とした商品
で、ジャムやジュース・梅干しや素麺など様々な商品を展開しています。
現在は、地元の直売所やスーパー・道の駅などが大半ですが、業務用商品もございますので飲食店などにもご提供可能で
す。

https://sunfarmizumi.com 五泉 新潟

62 (株)サンユー印刷 3卸売

エアー緩衝材機械：空気の緩衝材製造機、条件次第で機械は無償レンタル可能。
パレット：リサイクル品など取り扱いしており価格にメリット有。
輸出入に関する梱包資材：海を越える際の温度変化に耐えられる資材の御提案。
その他梱包資材全般ご提案いたします。

https://www.sunyou-pmp.co.jp 三条 新潟

7

https://sakae-bankin.jp/
https://www.big-advance.site/s/131/1951
http://www.sanki-syoji.com/
http://material.st-grp.co.jp/
https://www.sunsystem-net.co.jp/
https://sunfarmizumi.com/
https://www.sunyou-pmp.co.jp/


2022/9/15（木）「第６回ながおかビジネスマッチング個別商談会」エントリー事業所リスト

63 (株)三和製玉
1-1食品
3卸売

富山で約60年間玉子焼き・オムレツを製造している企業です。冷凍業務食を90％ほど占めています。現在積極的にOEMに対
応させてもらっています。そこにお応えする開発力・技術力は有していると自負しています。
また、2年前より食品卸事業「田舎の匠味」を開始。地方に埋もれている一品を販売させてもらっています。現代の量販シ
ステムに乗れない。乗らないメーカー様の一品を選定しています。

http://www.sanwaseigyoku.co.jp 富山 富山

64 CS(同) 8情報通信

漫画を使ったフライヤーをはじめ、キャラクターコンテンツの運用など。
「わかりやすく親しみある広報をしたい！」「他社と差別化したい！」という期待に応えるデザイン事務所です。
世界観をつくり、しっかりと情報を届けるデザインの企画や制作を得意としています。
マンガ活用のほかにはブランディングやウェブ制作・SNS運用なども行っています。
広報についての困りごとなど、お気軽にご相談ください！

https://csllc.co.jp 長岡 新潟

65 (株)シースリー 9その他(空調メンテナンス)
エアコンの分解洗浄をメインのサービスとして、修理や工事、メンテナンス、点検等の業務を行っており、飲食店や事務
所、大規模な商業施設など様々な施設で作業をさせていただいております。

長岡・新潟 新潟

66 (株)ジェー・シー・エス　コンピュータ・サービス 9その他

弊社は上越地域でシステム開発をおこなっている会社で、今年で４９期を迎えることができました。
お客様の業種、業務に合わせたオリジナルシステムの開発やパッケージを活用したシステムの構築を行っており、さらに
自社製の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型システムの構築も行っております。
最近では製造業様とのお取引が多く、特に生産管理システムや生産スケジューラの導入実績では県内でも指折りの会社と
自負しております。経費の削減や業務の効率化を検討されている企業様におかれましてはぜひお声がけいただければ全力
でバックアップさせていただきます。

https://www.jcscs.co.jp 上越 新潟

67 ＪＣＣソフト(株) 8情報通信

創業45年のIT企業で多岐業務にわたるシステムを開発。主に建設系・生産管理・物流系が得意です。
建設業向けクラウドサービス:全国で200社以上の導入実績。工事実績、建物情報、技術者情報等を統合的に管理しDXを実
現。
ECサイト・ECモール: 低価格で自社ECサイト・ECモールの開設が可能。運用、操作方法は無料でサポートします。

https://jccinc.co.jp 上越 新潟

68 (株)システムスクエア 1-2ものづくり

当社はX線異物検査機・金属検出機を開発・設計～製造販売している会社です。
日本をはじめ、世界各国で高い安全性が求められており、食品、医療用品、生活に関わる様々な分野で異物検査機は利用
されております。
＜生活の安全、安心＞を支える異物検査機メーカーとして開発、設計～製作・販売・アフターサービスまで一貫した体制
で独自技術を搭載した検査機でグローバルに展開中です。

https://www.system-square.co.jp 長岡 新潟

69 （株）シマキュウ 1-2ものづくり
創業昭和11年で主に地元の鉄工・鋳物業様に、高圧ガス・溶接材料・機械工具・鋳鋼材料を販売しています。
また地元医療機関向けに、医療用具などの販売も行っています。現在北関東地域にも販路を広げるよう努めております。

http://www.shimakyu.com 長岡 新潟

70 島重木工所 1-3その他

江戸時代の創業で現在１０代目。代々、木箱や木型を製造しておりますが、４０年前に地元のそば店の依頼で、「へぎそ
ば」を盛り付ける器「へぎ」を作り始めました。最近は県内の物産店等で蕎麦と共に販売していただくことが増え、お土
産やご自宅用として需要があります。当地のへぎそば文化とともに「へぎ」の良さをさらに多くの方に知っていただきた
いです。独自の技術・製法で一つ一つ丁寧に作っています。

なし 小千谷 新潟
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71 (有)島田商店 1-1食品

米どころ新潟の中で、五ッ星お米マイスターと農産物検査員の資格を持つ店主が目利きした信頼の新潟米を特別栽培米か
ら業務用米まで安定して供給しております。日本最大の米産地、新潟県の生産者と直接仕入れを行っているため余計な中
間マージンをカット、高品質な新潟米の供給に勤めています。今年70周年を迎え、蓄積したノウハウを生かしお客様の
ニーズにあったお米をご提案いたします。

http://shimada-kometen.com 長岡 新潟

72 縄文ギャラリー「JOMON」 1-3その他
新潟県の誇る国宝「火焔土器」。新潟は縄文大国として全国的にも有名。各種縄文商品のミニチュアを初め、縄文につい
てのいろんな商品の数々。各種土偶や楽しいユニークなグッズとして紹介します。これらは、すべて新潟で製作される新
潟ならではの逸品を提案します。

現在リニューアル中。近くお伝えします。 亀田 新潟

73 (株)新エレクトロ 1-2ものづくり

・プリント基板の機械実装～後工程（半田付け、組立）まで一貫した生産が可能
・小千谷工場（実装、後工程）、見附工場（後工程）の2拠点での生産体制
実装工程（小千谷）
YAMAHA：印刷機⇒マウンター3連結⇒タムラ化研：リフロー⇒YAMAHA：AOI
後工程（見附）
フロー半田槽（共晶、Pbフリー各1台）、手半田付け

http://shinele.co.jp 小千谷 新潟

74 新事業企画 9その他(企画提案及び営業代理店、ビジネスマッチング)

１，新規事業提案及び経営・業務改善提案２．営業代理店、営業代行業務
（１）新潟県内の事業者様の商品・サービス等を県内外市場へ
（２）県内外事業者様の商品・サービス等を県内市場へ

URL無し 長岡 新潟

75 (株)シンドー 1-3その他

弊社は金属製品において、材料についての対応、加工についての対応、設計から製作までといった製品のとりまとめ対応
など、お客様のご要望に対してどんなことでも挑戦してきました。
私たちは、難題にも簡単に諦めない姿勢と、培ってきたノウハウで、お客様の「困った！」を解決したいと考えていま
す。

https://shindo1947.com 燕 新潟

76 (株)新日本電子 1-2ものづくり

プラスチック成形・金属プレス・部品/製品組立の一貫生産が可能な製造総合メーカー。プラスチック成形部門では、竪型
成形機を用い他社が苦手とするインサート成形を得意としています。金属・ゴム・メッシュ・合皮等のインサート実績を
有し、あらゆるニーズにご対応致します。また、横型成形機には画像判定カメラを設置。取出ロボットと連動し自動不良
品排出により無人化を実現。高品質・低コストの成形品提供でお客様より高評価を頂いております。

http://shinden.a.la9.jp 長岡 新潟

77 鈴木化学工業(株) 1-3その他
プラスチック原料から最終加工まで自社で製造している梱包材メーカーです。
梱包でお困り事ございましたら、様々なご提案、ご協力させて頂きます。

https://www.suzukikagaku-k.co.jp 三条 新潟

78 (株)鈴木研磨 1-2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いたします。
小ロット多品種の治工具、ゲ一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

https://www.suzukikenma.com 西尾 愛知

79 (株)鈴民精密工業所 1-2ものづくり

鍛造・機械加工・熱処理・研削・組立・検査の工程を自社で一貫生産することができます。刃物製造約５０年の経験を活
かし、各種業界向けの産業用刃物を生産しております。
また、JUKI㈱のグループ会社であり、国内他グループ各社と連携し、受託製造・開発も承ります。FC/FCD鋳造、ロスト
ワックス、MIMなど素材の製造、医療機器を含むメカトロニクス製品の設計・開発・製造など、幅広い分野に対応可能で
す。

http://www.suzutami.com 長岡 新潟

80 (株)スタックス 1-2ものづくり
デザイン性の高い筐体など試作から量産まで製作可能にし、お客様の困りごとを打開出来る様、提案を出しながら製作し
ております。
加工製品は「人口衛生」「医療機器」など、精度を必要とする精密板金製品を加工しております。

https://stax-tqs.co.jp 十日町 新潟
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81 (株)スリーピース 4小売業
光触媒施工店ですが、これからの時代に向けた脱炭素・CO2削減等の各種商品を取り揃えております。
・100%UVカットフィルム　・燃費UP施工　・節電施工　・空気から水をつくる「空気製水機」　・抗体検査簡易キット等
の販売

無し 長岡 新潟

82 世紀(株) 1-2ものづくり

プラスチック・ゴムの射出成型用「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、射出成型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

83 (株)関鉄工所 1-2ものづくり

当社は金属部品主に丸物の切削・研削加工を行っています。
ＮＣ旋盤、立型・横型マシニングセンタ、複合加工機、円筒研削盤などの加工機械を保有しています。材料径φ２００、
全長５００㎜以下の金属、ＳＵＳ、一部難削材を、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。

https://www.facebook.com/sekitetu 小千谷 新潟

84 (株)創信産業 3卸売

食品、雑貨品の企画・製造卸を行っています。
新潟銘菓である｢柿の種｣に、日頃の感謝の気持ちなどを伝えられるような｢ご挨拶｣をテーマにした｢ご挨拶の柿の種シリー
ズ｣は、新たなお土産・プチギフト需要の喚起に一役買ってくれること間違いなし！
また、同パッケージによる｢自家焙煎珈琲｣や｢煎茶・ほうじ茶・ハーブティー」シリーズもございます。
雑貨品においては、プリザーブドフラワーのオリジナルアレンジメント商品を展開。

小千谷 新潟

85 総美／M.O Materials 1-3その他
弊社ではモールテックスを使用したセミオーダー家具の他カッティングボードの製造、販売を行っています。
商品は全て手作業で製造している為大量生産は出来ませんが、新たな販路を開拓できればと思っております。

https://m-o-m.jp 長岡 新潟

86 (株)創風システム 8情報通信

WEBベースで基幹業務システムをスクラッチ開発する事ができます。
お客様業態を絞らず、細やかな要件を組込んだ独自システム開発実績が多数あり、他システムとの連携もご相談頂けま
す。
また、ネットワークやサーバー構築・保守事業も手がけている事から、お客様の業務サポートをワンストップで対応致し
ます。

https://www.sofu.co.jp 柏崎 新潟

87 (株)速報社 6サービス業

明治27年創業、昭和27年に折込チラシの取扱いを始めました。全国に多くの取引先があり、幅広いネットワークを持って
います。
現在はコロナ禍の影響もあり他業種にも力を入れています。360度パノラマ画像を作成し、Googleマップへの公開作業や、
商業施設・学校内を撮影しバーチャルツアーの製作も行っています。更にドローンの飛行承認も取得し、空撮も行ってい
ます。施設の全景や高所確認、建築現場の施工報告用の撮影もできます。

https://www.sokuhosha-orikomi.jp 長岡 新潟

88 (株)第一測範製作所 1-2ものづくり

創業以来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から､空気マイクロメータ・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の製造・販売を行っております｡
自動測定機の設計・製作にも対応し、最近は外観検査装置も手がけております。
技術相談会もご希望に応じて開催致しますので、お気軽にお問い合わせください。

https://www.issoku.jp 小千谷 新潟
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89 (株)大研 1-3その他

弊社は1977年に大和産業のグループ企業として、ワイヤーハーネスの製造販売の専門メーカーとして創業をいたしまし
た。
創業以降、約半世紀にわたり蓄積した豊富な知識と技術力により、車載用ハーネスを中心に、産業機械や農機用ハーネス
などの少ロット・多品種のハーネスも自社工場において製作しております。
また、特殊要素技術を加えたハーネスのご提案なども行い、多様なお客様のニーズにお応えしております。

https://dai-ken.com 六日町 新潟

90 大平洋特殊鋳造(株) 1-2ものづくり

上越市にある鋳造メ―カーです。砂型鋳造、精密鋳造、海外調達にて製造致します。鋼材加工品にも対応致します。品目
はポンプ・圧縮機・送風機、工業炉、産業機械等の各部品等々、重量は数kg～6tまで対応、鋼種はJIS、ASTM、独自規格含
め耐食、耐熱、耐摩耗に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

91 (株)たかの 1-1食品
新潟を代表する自慢の食材「お米」「そば」を加工してパックごはん、切り餅、へぎそば、冷凍白玉もちなどを製造販売
しています。新潟の美味しい食品を本物を求める全国のお客様にお届けしています。

https://takano-niigata.co.jp 小千谷 新潟

92 高の井酒造(株) 5飲食

魚沼・小千谷の冬は酒蔵を雪が深く包みます。
豪雪地ならではの湿度の高い重い雪は空気を清浄にし、清冽で豊富な水を育み素晴らしい自然の恵をもたらしてくれま
す。
この酒作りに適合した風土の恵みをお酒に込めてお届けします。その願いが高の井酒造のモットーです。

https://hatsuume.co.jp 小千谷 新潟

93 (有)竹島屋製菓 1-1食品

創業70年の豆菓子専門店です。新潟県の契約農家さんから豆菓子に合う大豆を栽培して頂き、製法は昔ながらのこだわり
の直火焙煎。弊社の直火焙煎は、｢カリッ｣とした食感とともに大豆の香ばしい香りが広がり、柔らかくフワッとした食感
になっております。
また、大豆タンパク質は健康食としても注目されています。そんな大豆を手軽に摂れるお菓子です。

https://www.takesimaya.net 小千谷 新潟

94 (株)竹田商店 3卸売

水回りの配管の錆やスケールを除去する磁気活水器「マグネタイザー」の卸販売を全国の機械工具商・設備工事店様等を
通じて大手工場・ホテル・マンション等に販売をしています。工場の設備担当の方はクーリングタワーの酸系統での定期
的な清掃が不要になり時間と経費の節減に喜んで頂いており、SDGｓにも対応していますので大手には提案しやすく近年大
きな実績を作っています、ご商売のお役に立てる自信を持ってお勧めしています

https://takeda-mag.com 長岡 新潟

95 (株)田中米穀 3卸売
明治42年に創業し、主に新潟長岡のお米を中心としてご案内しております。新発売のパックご飯2品（新潟長岡産コシヒカ
リ、新潟産こしいぶき）の提案を行っております。

https://www.tanaka-b.co.jp 長岡 新潟

96 中越工業(株) 1-2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20m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機（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

97 TWOOL(株) 6サービス業
プロダクト・グラフィック・ロゴ・WEB等を一貫してご依頼いただけます。2021年グッドデザイン賞金賞等、受賞歴も多数
あります。

https://twool.jp 二和地区 新潟

98 剣謙心(株) 1-3その他

剣謙心(株)は燕三条製の包丁ブランドとして立ち上げた会社です。
現在は包丁のみにこだわらず、Made in 燕三条の良い物を企画、販売しております。
また昨年より、アウトドア商品の開発に力を入れており、昨年作ったオリジナルのステンレス黒染めシリーズとして包
丁、アウトドアナイフ、キッチンバサミを発売し、既存の販売店様はもちろん、新潟直送計画様、マクアケ様、ヨドバシ
カメラ様等のｗｅｂ系のショップでも販売しております。

https://tsurugi-kenshin.jp 三条 新潟
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99 (株)ティーアイケーアールワイ 1-2ものづくり
機械、電気、ソフト設計から部品手配、組立、配線、搬入据付まで一貫した作業を行える会社です
一貫した作業依頼も可能ですし、機械設計のみ、組立のみ等の個別案件や設計及び組立だけ等の依頼でも対応可能です

http://www.tikry.com 栃尾 新潟

100 (株)Teel 1-1食品
魚や野菜を主とした食品を製造しております。全て職人の手作業で造っておりますので切り方梱包も丁寧に行っておりま
す。自社ブランド「うおへん」の惣材卸販売の他に様々な会社様のOEM製造も行っております。

http://echigo-uohen.jp 長岡 新潟

101 手作り漬物の店　ドリーム岩塚 3卸売
創業より３８年、昔ながらの地元の漬物を味わえる漬物屋です。地元でとれる新鮮野菜や新潟県産野菜を主に使用し、保
存料や着色料を使わない昔ながらの製法にこだわっております。漬物・梅エキス・梅ゼリー・ドレッシングなど

https://dream-iwatsuka.shop-pro.jp 越路町、長岡 新潟

102 テラノ精工(株) 1-2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。
昨年5月　機械加工工場を増築し分散していた機械加工部門を一つに纏め、組立工場スペースも3割強増床し、生産性UP、
効率UPを図ることができました。
社員数も50名を超え、5S・生産管理のデジタル化・生産現場のIOT化等日々進化し続けています。

http://www.terrano-seiko.co.jp 長岡 新潟

103 東栄化学工業(株) 1-2ものづくり

群馬県で60年に渡り工業用ゴム製品を製造しており、自動車、建設機械、電気機器、医療機器業界など多方面の企業様へ
の納入実績がございます。特に材料開発やプレス成形技術に力を入れており、お客様のご要望に応じて使用材料の調整や
難しい形状への対応なども行っております。またコストにつきましては弊社海外工場生産などでコスト低減提案なども可
能です。

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 9その他（情報管理サービス）

弊社は「情報資産管理」のプロとして、多くのお客さまのコンサルティングを行い、ノウハウを培ってまいりました。各
社さまのご要望をお聞きし、事業形態に合わせた管理、活用に最適な手法をご提案いたします。興味、関心はあるけれ
ど、何から手を付けたらいいかわからずお悩みのお客さま、書類の作成から廃棄に至る体系的な管理を目指している担当
さま、どうぞお気軽にお声がけください。さまざまな課題を解決に導くパートナーとして、お役に立てれば幸いです。

https://www.tepco-trm.co.jp 柏崎 新潟

105 (株)東陽理化学研究所 1-2ものづくり
金型設計から加工、接合、組立、表面処理、評価、測定まで巾広くカバー出来る一貫体制を確立。
表面処理は、ステンレス、チタンの「コイル材発色」、また切削加工機は200台以上保有、精密機械加工を得意とし、高品
質、高品位の製品を安定供給させていただきます。

http://www.toyorikagaku.com 燕 新潟

106 (株)トリュウケンマ 1-2ものづくり

弊社は製品の大小を問わず、研磨作業を行っております。
また製造委託も請け一貫した営業を行っております。
内容としては溶接、バフ研磨、精密洗浄を社内で行っており、必要な場合があれば、機械加工も協力会社に依頼すること
で対応しております。
実績としては、食品、化学等のタンク、それに携わる部品など分野にとらわれないバフ研磨を行います。またステンレス
以外、ハステロイ等のレアメタルにも対応可能です。

http://www.tpi-nagaoka.jp/ 長岡 新潟

107 (株)長岡カーゴサービス 7運輸
2ｔ、ハイエース等、小型の車両を中心に全国どこへでも配送を致します。付加価値の高い物、時間指定のもの、細かな配
送ニーズに合わせた業務ができます。

長岡 新潟

108 (有)中里スプリング製作所 1-3その他

(有)中里スプリング製作所では、日本製ばねの製造・販売を行っております。
■ナスパックシリーズ12,000種（日本製オリジナル即納規格ばね）
■ばね鋼房（ワイヤーアートの自社ブランド）
■特注生産品（毛髪より細いものから、親指以上の太さまで）
■試作ばね（最短加工実績25分～。１個から受注可能)
■電気を使わないばねづくりが可能（nococo420）
■インコネル・タングステン・モリブデン・チタン・ＳＵＳ等に対応しております。

http://www.nasspack.co.jp 高崎 群馬
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109 (株)永沢工機
1-1食品
1-2ものづくり

最新の設備と匠な技術力を駆使し、様々な業界のレベルに合わせたものづくりの実績があります。
試作から量産まで対応可能。表面処理（外注）まで対応しております。
現場経験のある営業担当者がお客様のニーズにあわせたご提案をさせて頂きます。

http://www.nux.co.jp 福島 福島

110 (有)中澤鉄工所 1-2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-tekkojo.jp/ 見附 新潟

111 新鉄貿易(株) 9その他(翻訳・通訳)

中・韓・露・英・仏・西・伊・独・葡・越・泰・尼などの多国言語の翻訳・通訳の対応が可能。
翻訳者は新潟県内在住の来日20年以上のネイティブが多い。
主な実績は以下の通り。
①新潟大学　英文HP更新(一部)の翻訳。
②2018年11月　日本政府観光局(JNTO)「VJTM　2018　東アジア」商談会通訳手配。
③2019年12月　外務省「日中共通課題理解促進事業」の資料翻訳。

www.niitetsu-trading.co.jp 新潟 新潟

112 二幸産業(株)新潟支社 6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

113 錦鯉観光（株）
5飲食
6サービス
（宿泊・観光案内）

当店は山古志の錦鯉と闘牛の観光として宿泊・郷土料理の提供、観光案内を営業しております。地域外で人気の高い錦
鯉・闘牛を観光として集客したい。

https://nishikigoitougyu.com 長岡 新潟

114 日栄工業(株) 1-2ものづくり
産業用機械の設計から生産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。

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

115 (株)日研シェルモールド 1-2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

116 日鉄工材(株) 1-2ものづくり

１． 販売品目
機器製品（タンク、圧力 容器、電極 等） 、 配管パイプ、 ステンレスフラットバー
２． 当社の特徴
機器製品や配管パイプは主にチタンや高合金鋼や銅等の特殊な材料を使用した製品を製造しております。また、第一種圧
力容器等の各種法規案件の実績も多数あります。

http://www.nsz.co.jp 上越 新潟

117 日本刃物(株) 1-2ものづくり
当社は「産業機械用刃物」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

118 日本メッキ工業(株) 1-3その他

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、極小品から大型品・単品から量産品とあらゆる製品に対応可能。
3、硬質クロムは、長尺槽（1.5m×6m×1.5m）大型槽（2m×2m×1.2m）を保有。
4、無電解ニッケルは、大型槽（0.4m×2.2m×2.1m）を保有。
5、他アルミ材専用ライン、厚付け（40～50μm）専用槽を保有し、素材・大きさ・厚みで対応可能。

柏崎 新潟

13

http://www.nux.co.jp/
https://nakazawa-tekkojo.jp/
http://www.niitetsu-trading.co.jp/
https://www.nikoh-sng.co.jp/
https://nishikigoitougyu.com/
https://www.nichiei-industry.co.jp/
http://www.nsz.co.jp/
http://www.n-hamono.jp/


2022/9/15（木）「第６回ながおかビジネスマッチング個別商談会」エントリー事業所リスト

119 日本メディカルマーケティング(株) 6サービス業

医療・福祉関連商品の販売・レンタル
終活・看取り相談業務
新規事業開設コンサルタント業務
広告宣伝業務
メディカルモール計画支援業務

https://www.clinic-kaigyousien.com 長岡 新潟

120 ネームズ特許事務所 6サービス業
商標を専門に取り扱う長岡市の特許事務所です。
商標業務の経験が豊富ですので日本・外国における商標権取得についてお気軽にご相談下さい。貴社の大切なブランドを
守る為、ぜひお力になりたいと思います。商標以外にも知的財産に関するお悩み・ご相談を承ります。

https://names-ip.com 長岡 新潟

121 (株)ネオス 6サービス業
ロゴ（CI、VI）ブランディングをメインとする、パッケージ、カタログ、動画、Webデザインなど幅広くお手伝いさせて頂
いております。最近ではイベント事業やSNSにも力を入れています。

http://www.neos-design.co.jp 長岡 新潟

122 (有)ハート1級建築士事務所 9その他(建築企画設計監理)
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://heart-arc.com 上越 新潟

123 (有)萩野鉄工所 1-2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

124 原田通商(株) 3卸売
自動車製品、その他機器の開発、生産を試作から量産まで対応致します。大手企業との取引実績が多数ございます。そこ
での経験を活かした提案を致します。基板だけでなく、樹脂成形品、ハーネス、金属加工等々の実績も多数ございますの
で、なんなりとお申し付けください。

https://harada-tsuusyo.co.jp 長岡 新潟

125 (有)ピュアシャイニング 6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://en-gage.net/purples_saiyo1/ 三条 新潟

126 (株)広井工機 1-2ものづくり 開発型の装置・機械の開発を行っています。パートナーとして動ける企業を探しています。 長岡 新潟

127 (株)廣川製作所 1-2ものづくり
当社は製缶の機械設備及び工作機械全般を備え、蓄積された経験と確かな技術で、中・厚板の大物製缶を中心に橋梁・産
業機械・各種プラント・特殊金属タンク・各種精密機械加工まで一括完成品として生産しています。

長岡 新潟

128 (株)フーゲツ 1-3その他
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

129 For onつなラボ 6サービス業

ファシリテーションという手法を用い、本音の意見を引き出す。
結局最終的には誰かの一言で決まってしまう会議。
その為に過ごす○時間の無駄な時間をなくします。
その為のコーディネイトするのが、ファシリテーション、ファシリテーターです。
一度小さいグループからやってみませんか？

柏崎 新潟
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130 (株)フォラール&１
2建設
9その他（人材派遣業）

弊社㈱ブォラール&１（建設業、舗装土木の請負や原子力発電所内の工事請負、不動産業）は、同建屋にグループ会社の
フォラール㈱（人材派遣業主に製造派遣や事務派遣、原発内の管理員）がございます。共通して人材を供給させて頂いて
おります。また、弊社従業員は全員正社員雇用のため、毎年昇給賞与を支給しており、従業員本人のスキルアップの為、
必要資格に対して会社負担するなど、福利厚生にも力を入れているところです。
日々、新たな派遣先請負先を探すべく努力しておりますが、まだまだ足りない状況です。人材でお困りなことがございま
したら、ぜひお話だけでも聞いて頂きたく、何卒よろしくお願い致します。

https://foralland1.com 長岡 新潟

131 (株)福島製作所 1-2ものづくり
1920年創業の歴史ある機械メーカーです。
舶用機械（揚錨機・係船機）とグラブバケット、水力発電所用機器の設計、製造、販売を行っております。

https://www.fukusei.co.jp 福島 福島

132 (株)フジ商事 1-2ものづくり

弊社は１９７５年より柏崎の地にて自動車部品用の鋳造金型の製造を主幹事業としております。自動車部品以外にもポン
プ部品の金型の製造や金属加工を行っております。過去にはキャンプ用品として使用される鋳造品の金型製作に携わった
実績もあります。
多面加工・小ロットの金属部品加工の請負も得意としております。材質はアルミ・ステンレス・砲金・鉄等の実績があり
ますのでご相談ください。ワークの大きさも1000×600×400まで対応可能です。
短納期にも出来る限りお応えします。どうぞお気軽にお問い合わせください。

https://www.fujishoji.info 柏崎 新潟

133 フジテック(株) 1-3その他

「国内トップクラスのＲ曲げ加工の総合メーカー」
フジテックは中・大物の鋼材のＲ曲げ加工に特化し、幅広い材質、鋼種に対応が可能です。他社では難しい、高難易度の
曲げも高精度で加工可能です。
Ｏ高難易度の曲げ加工（ササラ曲げ、Ｃ形鋼の立曲げ）
Ｏ曲げ寸怯公差±１mmの高精度（真円度、Ｒ面の滑らかさ、形鋼の歪み無し）
Ｏ材料の寸法計算、展開図面の作成
Ｏ一貫対応（材料計算、展開図作成、材料手配、協力会社への手配）
Ｏ納期・品質管理（生産管理システムによるバーコード管理）
Ｏ自社便配送（不安定な製品の積み込み・積み下ろしのノウハウ）

https://www.mage-ftc.co.jp 川口 埼玉

134 (株)ふふふ 1-1食品

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

135 (株)プレテック・エヌ 1-2ものづくり

長岡市の100年を超える歴史を持つ企業です。
食品包装機械の金属部品加工～機械組立を一括で請け負っています。
食品包装機械の心臓部であるμｍ単位の精度が必要な彫刻ロールを複合加工機と円筒/内面研削盤で加工しています。
また、φ400程度のSUS合金の多面切削加工や、1000㎜を超えるベースプレートなどのMC加工も行っています。
産業機械生産で培った幅広い金属加工・組立ノウハウと品質・納期管理力でご要望にお応えします。

https://www.pretech-n.co.jp 長岡 新潟

136 (株)フロンテア 3卸売

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、機器工具の 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。 取扱い商品としては、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、工場内設備全般の販売を得意分野としています。

http://www.frontea.co.jp 長岡 新潟

137 (株)BELLSOFT 8情報通信

弊社はシステム開発、パッケージ、デザインを生業とし、現在店舗アプリを自社開発し多くのショップで活用いただいて
ます。店舗アプリとはクーポン、スタンプ、お知らせなどリピーターを獲得する機能が複数備わっており、通知機能に
よってお客様接点を確実に増やすツールです。
自動通知機能で営業が自動化され、特に車業界では車検案内等完全に自動化できます。
導入業種例：自動車業、飲食店、小売業、美容、ゴルフ場

https://bellsoft.jp 長岡 新潟
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138 北越印刷(株) 1-3その他

明治９年の創業以来、時代の変化に対応し業態変革を続けてまいりました。印刷業・広告代理業・発送代行業の３つの事
業を柱に「ワンストップサービス」を実現しています。
特にダイレクトマーケティングで新規顧客の獲得、のり止めＤＭやバリアブルＤＭで既存客の囲い込みを得意としていま
す。

https://www.hokuin.co.jp 長岡 新潟

139 北越開発(有)魚沼食品 1-1食品

食品製造業　資本金300万　設立1968年。昆布巻きの半製品を作ってきましたが、この度、新製品として完成品を企画、製
造しました。
＜新製品昆布巻きの特徴＞女性にうれしいキレイに嬉しい成分を豊富に含んだ昆布巻きを、コラーゲンたっぷりのゼリー
出汁（スープジュレ）で食べる、アンティパストのような洋風昆布巻きです。
スパイスやオレンジ・レモンの風味が効き、旨味のトライアングルを用い、美味しさが膨らんでいます。
今年は従来の4本入りに加え、2本入りも作成します。もちろん昆布巻き半製品も承ります。
また、冷凍食品の製造業の方に新製品の冷凍のご相談したいと思っています。

川口町 新潟

140 北越コーポレーション(株)長岡工場 1-3その他

創業115年の歴史を持つ製紙メーカーです。当長岡工場は機能性を持たせた紙の製造に特化しています。世の中の環境への
意識が高まる中で紙という基材がプラスチック代替基材として見直されています。当社も紙メーカーとして紙製のスプー
ン、マドラー、靴下用フック、ハンガーや耐水、耐油、透明性等の機能を付加した紙基材の提供を行っています。
顧客のニーズに合わせた紙基材の選定及び開発について当社にご相談下さい。

www.hokuetsucorp.com 長岡 新潟

141 (株)ホクショク 1-1食品

弊社は醤油の製造・販売を生業とした醤油メーカーです。近年は業務用のラーメンスープ・たれ・ぽん酢等の加工品に注
力しております。小ロットでのPB品・OEM開発も承ります。本年度よりクラフトビールの醸造を始め県内外に展開しており
非常にご好評いただいております。クラフトビールのオリジナル制作も承ります。地元の特産品の特徴等を活かしたどこ
にもないクラフトビールを作れます。

https://echigo-ryokan.jp 長岡 新潟

142 (株)マキナエンジニアリング 1-2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

143 (株)まきの 1-2ものづくり

弊社の製造するステンレスタンクは他社にあるサイズ一辺倒ではなく、いま会社で使用されているサイズに合わせ製造で
きる柔軟性があります。要望、仕様による形の変更にも対応できます。ステンレスの材料変更（SUB316等）も可能です。
・初期投資の安いFRPやプラスチックタンクが多くの会社で使われていますが、廃棄等で多くの出費があることは使用され
ている業者であれば実感されていると思います。ですがステンレスは先日廃材買取価格が1ｋ240円でした。1000ℓのタンク
が100ｋ程なので24,000円になります。SDGs

https://www.big-advance.site/s/131/1637/ 燕 新潟

144 (有)真島鉄工所 1-2ものづくり

真島鉄工所は、主に(株)中屋の「のこぎり自動目立て機」や「刃物研磨機」のОＥМ受託製造を収益の柱としています。
半導体不足の影響で「主要顧客1社だけのサーボモータ等の調達力」では「機械組立仕上げ」の仕事が足りません。
商談したい内容はあらゆる機械の加工から組立仕上げまでをお任せ頂ける新規の企業様を求めております。塗装も出来ま
す。NCフライス加工も出来ますので、アフターフォロー（パーツ供給／メンテナンス）も、しっかり出来ます。

http://majimatk.jp 長岡 新潟

145 (有)町永木型製作所 1-2ものづくり 大型鋳造用木型から小物木型まで一貫生産が可能です。 http://www.machinaga.co.jp 長岡 新潟

146 (株)松橋屋 1-1食品
弊社は業務用冷凍食品の製造、企画、販売、輸入（アワビ、ウニ他多数）をしております。製造メーカーの松橋屋です。
最大のストロングポイントはOEMです。他社工場に依頼してもロットが大きい、いいアイデアがあるけど具現化できないな
どご対応できます！！ぜひよろしくお願いいたします。

https://matsuhashiya.com/ 吉田 新潟
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147 マリープラチーヌ(株) 3卸売

弊社は、炭酸パックを主体としたオリジナル化粧品を製造・販売する、化粧品メーカーです。事業内容は、化粧品卸販売
事業・エステ事業・エステスクール事業を展開しています。
主力商品である炭酸ジェルパックは炭酸ガスが逃げにくい特許技術を使用し、創業当初より多くのお客様にリピートいた
だいております。
今年は新商品を開発し、新たに接骨院にも販路を拡大しました。ブースにて商品を体験できますので是非お立ち寄りくだ
さい。

https://www.mary-pla.jp 新発田 新潟

148 (株)丸魚　魚沼水産 1-1食品

当社は新潟県小千谷市を拠点に地方水産卸市場を運営しております。その中で広域開発部門にて水産物や新潟郷土料理を
中心とした総菜加工事業を行っており、2020年11月より新しく「新潟せんのや」ブランドを立上げ、「発酵」をテーマに
様々なオリジナル商品の開発を行っております。
長年培った商品調達力・加工技術を活かした商品を開発・販売するメーカー型卸売企業として世の中の皆様のお役立ちと
なれるよう精進して参ります。

https://www.uosui.co.jp 小千谷 新潟

149 (株)丸栄機械製作所 1-2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

150 (株)丸互
1-2ものづくり
8情報通信

弊社は上越市でソフトウェア開発、プラスチック金型/成形/組立、製缶関連加工、非鉄金属加工などを中心としたモノづ
くり複合企業です。(創業69年目)
お陰様で殆んどが多くの大手企業様との直接取引をさせて頂いておりますが、上記事業分野での販路拡大・仕入先様/協力
企業様の開拓、製造/施工の請負、技術開発などを希望しております。
また新規分野として上越妙高駅前では、国内でも希少な屋内外型ローカル5Ｇラボ「JM-DAWN」も開設し、合わせてローカ
ル5Ｇの技術開発やサテライトオフィス等のご利用などで、ご興味があればマッチングさせて頂きたいと思います。
弊社及びJM-DAWNのHPをご覧頂き、是非ともお声がけをお待ちいたしております。

https://www.marugo.com 上越 新潟

151 (株)マルシャン 1-1食品
創業45年のパンメーカーです。現在は自社製品を問屋を通じ全国で販売させていただいている他、OEMやそれに準じる留型
のパンを関東を中心に納品させていただいております。

http://www.marcian.co.jp 長岡 新潟

152 まんぷく食堂 5飲食

「南国マンゴー×雪国にんじんMIXジュース」は新潟県有数の豪雪地である妻有地方で収穫された人参と、人参と相性の良
い赤道直下の南国、エクアドルで収穫されたアップルマンゴーをミックスし、ジュースにしたものです。
雪国で収穫された人参と、南国で収穫されたマンゴー、相反する気候風土の中で育った野菜果実を合わせてジュースを作
る事が開発のコンセプトです。

十日町 新潟

153 宮坂ゴム(株) 1-2ものづくり
車載関連のセンサー用防水シール・コネクター用防水シールや医療器機関係の放射線シールド材のゴム成型加工や、樹脂
のインサート成型を行っています。塩ビ成形も可能です。

www.miyasaka.co.jp 米沢 長野

154 ミリオンパック（有） 3卸売

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
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155 (株)メティエ 1-2ものづくり

電子回路設計の専門メーカー。
・FPGAによるDeep Learning、画像認識
・OpenPoseによる物体、人体の認識
・小型Linux基板を使用したIoT機器
・各種マイコン基板組み込みプログラム
など、企画からソフト、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 長岡 新潟

156 (株)メビウス 8情報通信

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。お客様の課題解決に向けて、システムの提案
から実装までご支援いたします。近年は、AIやデータ分析、VRやAR技術を用いた技術開発も積極的に推進中です。また、
世界最高水準のセキュリティでコンテンツを管理するboxの代理店も行っており、コンサルティングからのサポートも可能
です。いずれもご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお声がけください。

https://www.mob.co.jp 長岡 新潟

157 (株)ヤシロ 2建設

昭和21年創業、30年設立以来、農業資材、除雪機械の卸売販売業及び総合建設業を営んでいます。
近年、持続可能な社会を実現する為に、企業の脱炭素化は急務となっています。脱炭素化により電気料金が削減出来ま
す。
事業所様に最適なプランをご提案致します。電気料金5万円/月以上のご利用の事業所様はお問い合せ下さい。

https://www.kkyashiro.jp 長岡 新潟

158 (株)矢代工業所 1-2ものづくり

弊社は、鉄やステンレスの板金・溶接加工を行っております。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、３Ｄ図面を作成し、試作開発から製品化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。
また、２０ｍ程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、ベンダーも新型機を導入し、精密
曲げや深曲げ、Ｒ曲げ、６ｔ－２，４００ℓまで対応可能です。

https://www.yashiro-k.com 柏崎 新潟

159 (株)柳製作所 1-2ものづくり

弊社では主に部品製作・機械装置組立を行っております。
・部品製作では材質問わず、一点から対応しております。
材料取りから後処理まで完成品にて納品致します。
・装置組立では部品製作含め、一貫して対応が可能です。
産業機械、工作機械、建築機械など幅広く実績が御座います。
詳細はまたはお打合せいただけたらと思います。

http://yanagi-ss.jp 長岡 新潟

160 (株)山市 3卸売
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とあり、各部門、各営業所間で連携をとり県内のネットワークにも活かしております。

https://www.kk-yamaichi.com 長岡 新潟

161 (有)山岸モータース　小国町特産品 1-1食品 長岡市小国地域の特産品である「ぎんなん」の加工品をイロイロ取りそろえて加工販売を致しております。 http://www.ginnan-ice.jp/index.html 長岡 新潟

162 山崎醸造(株) 1-1食品

概要　創立80年をこえた地元の味噌醤油屋。県内の多くの事業者様とお付き合いがあり、みそ、しょうゆだけでなく、た
れやつゆ、糀商品にも力をいれています。
特徴のある製品　地元産の小麦や大豆、米を使用したみそやしょうゆ。アレルギーに対応したみそ風調味料、しょうゆ風
調味料
OEM事例　指定の原料を使用しお店の味を再現したつゆ。肉や魚を漬ける漬床。ラーメン屋のかえし。特定のお米を使用し
た塩こうじや甘酒。

http://www.echigojishi.co.jp 小千谷 新潟

163 ヤマト運輸(株)長岡主管支店 7運輸
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、ｔｏＢ向
け複数口輸送のご紹介や、通販事業では配送という観点も含め、調達やロジスティク業務等の付帯業務を承ります。

https://www.kuronekoyamato.co.jp 長岡 新潟
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164 (株)ユーワ 1-2ものづくり

　非鉄金属の精密部品切削加工を得意しています。
検査体制の拡充を常に心がけ、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格で提供いたし
ます。
　大手光学機器メーカー様や工作機械メーカー様など、世界中のあらゆる業界に向けてアイディアのご提案と製品のご提
供を、新潟は小千谷の地より行っていきます。

http://yuuwa.sakura.ne.jp 小千谷 新潟

165 (株)ユニゾーン 1-2ものづくり

㈱ユニゾーンでは、多種多様な表面処理を行っております。自動車関連部品、産業機械部品等幅広い工業製品を手掛けて
いることを生かし、最適な表面処理のソリューションをご提供致します。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、国内最大級のめっき槽を完備しております。また、バーチカル式鏡面研磨機を保有、
ロッド、ロール等に要求される鏡面研磨仕上のご要望にも対応致します。

http://www.unizone.co.jp 富山 富山

166 (有)陽光 1-2ものづくり
弊社は自動車・バイクなどのスピードメーターに付属する指針の組立・加工・検査を行っており細かな作業などを得意と
しております。
近年のデジタル化に伴い生産量が減少している中、新たに取引させていただける企業様を模索しております。

小千谷 新潟

167 (有)吉田屋 1-1食品

この度は高級なお稲荷さん用味付け油揚げの紹介となります。
明治より続いた製法をそのまま受け継ぎ、弊社で素材をアップデート。
新潟県産大豆と菜種油で造る厚めの油揚げを4度の油抜き、もみ洗いを繰り返し返しベースの味で煮詰めた後に継ぎ足しの
タレで一晩熟成させ、翌日煮詰めてようやく完成します。
2日掛けて製造
奥深い風味と味をお楽しみください。
スーパー、直売所、ホテル、レストランなど、新潟県内外で26店舗での取り扱いいただいております。

https://nagaoka-kuroinari.storeinfo.jp 長岡 新潟

168 米沢ものづくり振興協議会 9その他(工業系ものづくり企業の支援機関)

米沢市には、機械加工、電子機器部品、金属加工、樹脂加工、プラスチック製造、切削加工等、多くのものづくり企業が
集積し、様々な事業を展開しています。
本協議会は、地域のものづくり企業を支援する目的で、市、商工会議所、県、産業団体等で構成された団体であり、現
在、地域をあげて、ものづくり分野における新規販路開拓、人材育成の強化に取り組んでいます。

http://www.yonemono.jp 米沢 山形

169 (株)米谷製作所 1-2ものづくり

ＣＡＤ／ＣＡＭのＩＴ技術を積極的に取り入れ、ユーザーの厳しい要求に応えられる金型を高品質･短納期で設計・製作し
ています。試作品・量産品の加工･組付･検査（接触・非接触検査）の一貫または単独工程でも対応できます。各種CAE解析
の受託や、海外メーカーとの業務提携により電動車等の車体軽量化や高付加価値化ニーズに対応する金型の設計･製作も可
能です。是非お声掛けください。

https://yonetani-manufacturing.com 柏崎 新潟

170 (株)ヨンナナクラブ 9その他(通販)

全国の地方新聞社が厳選した約1,600社の事業者が出店するお取り寄せサイト47CLUBを運営しております。全国の事業者の
皆様には弊社サイトの出店のみならず、大手企業のキャンペーン出品、カタログ掲載、百貨店催事出店など、さまざまな
ビジネスチャンスをご提供させていただいております。
また、ビジネスチャンスの提供のみならず、その販路でどう売り上げを上げていくか、
過去5,000社以上の事業者を支援してきた47CLUBが個別コンサルティングやセミナーを通じてノウハウをお届けしておりま
す。
コロナ禍で売上が伸び悩んでいる方、新たなビジネスチャンスをつかみたい方の”頑張る”を全力で応援いたします！
●新たなネットショップチャネルでチャレンジしたい方
●これからネットショップに挑戦される方
●ワンストップで販路開拓できる方法を探している方
●売上UPノウハウを学べる環境を求めている方

https://www.47club.jp 東京 東京

171 (株)理工電気 1-2ものづくり
本社工場：岩手県大船渡市（第1～第7工場）、宮城工場、青森工場
受託生産、切削加工・ケーブルハーネス・MIL規格コネクタ生産・自動組立検査梱包機・制御盤・ロボット制御開発・ロ
ボットハンド設計製作、板金溶接塗装などのものづくりをしています。

https://rikohdenki.jp 東京／大船渡 東京
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172 RINX(株) 1-2ものづくり
本社新潟県長岡市にあり埼玉、浜松、福岡に営業拠点があります。
プラスチックやアルミをメイン素材とし量産推進のための試作をお見積りからフットワーク良く活動しています。様々な
モノづくりをニーズにあわせ御提案しています。試作での情報を量産までスライド提案いたします。

http://www.rinx-co.com 長岡 新潟

173 (株)ロレムイプサム 8情報通信
弊社は新潟県長岡市にあるWebシステム開発会社です。カスタムオーダー商品のネット通販システム、コンテンツマーケ
ティング運用ツールなど、受注や集客のためのWebシステムをお客様のニーズに合わせてオーダーメイド開発いたします。

https://www.loremipsum.co.jp 関原地区 新潟

174 (株)わたや 5飲食

小千谷のへぎそば専門店です。昨年創業100年を迎えた人気店。へぎそばはつなぎに海藻のふのりを使用し、のど越し良く
しなやかでコシがあります。
卸売も充実しており、取扱商品は打立てを冷凍した「へぎそば生そば冷凍」、のど越し良い「へぎそば乾麺」、上級品
「へぎそば乾麺純国産」、かぐら南蛮が原料の「みどりのラー油」など。みどりのラー油は調味料選手権で辛味部門最優
秀賞を受賞し、人気の商品となっております。

https://www.watayasoba.co.jp 小千谷 新潟
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