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詳しい出展社情報は　
公式サイトをチェック !

にいがた BIZ EXPO 検 索

出展企業・団体一覧
ISOQARジャパン（株）

ＩＳＯ9001、ＩＳＯ14001規格の2015年版改訂説明会、規格解
釈セミナー及び内部監査員トレーニングコースの情報提供

（株）アイケー
問屋向け販売管理システム Ａｔｒｏｘ H-1  
製造業向け生産管理システム Ａｔｒｏｘ HM-1 HK-1

（株）アイビーシステム
IoTの開発事例紹介、人型ロボットPepperの導入事例紹介　
スマートデバイスアプリの紹介

アイリスオーヤマ（株）
最先端の高効率、高機能のＬＥＤ照明を出展し、ご来場のお客
様の問題点を解決する豊富なプランをご提案致します

（株）アオスフィールド
業務用生ごみ処理機【SINKPIA】

赤帽新潟県軽自動車運送協同組合
２４時間３６５日集荷・即日配達。高品質のオーダーメイド輸送を
提供します。

（株）アクアリゾート
熱帯魚水槽のレンタル

KOUGI　made ｂｙ 阿部仏壇製作所
新潟市東区木工団地にて創業67年の新潟仏壇の製造元。ロン
グライフデザインをコンセプトに生活雑貨を展開中

アルボオル工業（株）
天然木、ポリエステル、オレフィン等各種化粧合板 またそれを使っ
た各種扉　鏡面仕上扉は絶品です

アンドオン三条ベース
考える！創る！売る！総合創社アンドオン三条ベース　ブランディン
グ・開発・３DCAD・ウェブ・販促・広報

池田金属工業（株）
「ねじ締結の問題解決ブース」として、お客様の大切な製品の
改良改善に貢献します。ぜひお立ち寄りください

イヅミ電気工業（株）
安全性の高い鳥よけジェルB-ST（バードストップ）を使用した
鳥飛来防止工事を行っております。（3年間の効果保証）

岩通新潟（株）
介護福祉施設向け呼び出しシステムの決定版！ 岩通セーフティ
ケアシステムをご紹介致します。

（株）インテリジェントシステム
「スケジューラ、Ｗｅｂ、ＩｏＴ」で「見える化」を実現した生産管
理システム⇒『POPスケジューラ工場管理』

（株）栄工舎
マニアックな精密切削工具

（株）H/Ｔ
プライベートガレージからビジネス用まで。幅広い用途に。

【AMERICAN STYLE GARAGE】

越後札紙（株）
デジタル印刷を駆使した、ウォールステッカーなどの機能性シー
ルの小ロット対応をご提案します。

（株）エムケーセラ
セラミックス・超硬合金・新素材部品の研磨加工を１個から短納
期で製作が可能です。

（株）カシックス
【新しいタイプの社員研修】　若手・中堅が能力を発揮！ ベテラン
が活き活き働く！ 　セキュリティを強化！ 

柏崎山本砂開発協同組合（大和運送建設（株））
自然の《苔コケ》を製品化し、使用目的と付加価値の高い、
緑あふれる屋根、地面、壁面の緑化システムのご案内

（株）環境アシスト
モノづくりの現場から環境まで、化学検査の力で解決します。

（株）キントラ
新潟市、燕市に拠点を持ち、大手の量産パッケージから地元の
頑張る起業家さんや農家さんまでをパッケージでサポートします！

GAC  （株）グリーナウェイ・コーポレーション
ラテックス製D.C.パッドを利用して、腰痛・褥瘡（床ずれ）対策を
行いませんか？

（株）クレド
一品製造業向け　生産管理システム

（株）群協製作所
フィルター洗浄、継手製造販売、レーザーノズル製造販売、精
密機械加工

（株）ゲットワークス
災害・BCP対策・雪冷熱対応の省エネ型コンテナデータセンター

『コンテナサーバー』（電源・空調内蔵）

（株）ケンソーヘルス　北営業所
独立行政法人 工業所有権情報・研修館
J-PlatPat等の当館事業の紹介

高速印刷（株）
各種映像制作とコミュニケーションアプリ「LINE」の店舗向けサー
ビスのご案内

コネクテックジャパン（株）
TBSドラマ『下町ロケット』撮影に技術協力。世界初の低温低
圧パッケージ「MonsterPack」で半導体実装を革新

（株）小林製作所
ISO9001とISO14001をベースとした生産管理システムでプレ
ス加工・板金加工・組立を行っています。お客様のご希望にそえ
るよう、5S活動やQCサークル活動などの改善活動を行っています。

Komiden　（有）込山電機
小規模農家向　コンテナ水耕栽培（LED照明・ばっ気式）シス
テムの製造販売とコンサルタント事業

サイボウズ（株）
社内の情報共有に「サイボウズ Office」をご活用ください！

（有）坂井工業
プレス加工屋の女性商品開発集団ママラボより生まれた話題の
無電源スピーカーPODS、プレス加工品等

（株）サン・プロテック
「あなたの会社、マンガにします！」スピーディーに情報を伝える、
イメージできるマンガ資料を制作します。

サンキン（株）
引抜鋼管・ステンレス鋼管・物流製品・立体駐車装置・車止め・
エクステリア商品の製造。

三耐工業（株） 新潟営業所
・静電気対策品　・滑り止めコート剤　・食品用ホース　・キャスター

（株）サンユー印刷
エアー緩衝材製造機、キープサーモシリーズ（キープサーモウォール）

サンリッチジャパン（株）
住宅用・産業用の太陽光メーカーとして、ZEH・ZEB社会に対
応した製品の提供をしています。

（株）サンルート
「2015年静岡県ニュービジネス大賞特別賞」受賞、「第一回世
界土壌微生物オリンピック」金銀銅受賞

（株）ジェイ・エス・エス
セールスフォース　新潟初上陸！ 他にもビッグデータ・クラウド
製品を多数展示。

（株）ジェイマックソフト
面倒なExcelの転記や集計を今より速く簡単に。「リラティス」
のデータ計算機能を是非ご活用ください。

事業創造大学院大学
高度職業人育成に向けた大学院活用に関するご案内（経営後継
者や組織内事業創造を担う人材の育成）

（株）資源開発ネイチャー　あかりテック
農業ハウス暖房：もみ殻暖房機　ホットくん　ほっとハウス10　　
ヨーグルト農法：農業資材　大ちゃん

（株）システムエース
忙しいあなたへ「時間」をプレゼントする販売管理

シャープ新潟電子工業（株）
独自のアナログ電源開発技術とサプライチェーンをコアとした
ＢｔｏＢ向け電源・ＬＥＤ照明のＯＤＭ供給

昭栄産業（株）
1、興研（株）KOACH　2、オリオン機械（株）精密空調機

考える環境・省エネ提案企業　進展工業（株）
農業廃棄物の「もみがら」を特殊炭化加工し撥水性及び親水性
もみがら炭を作り防災・災害・介護用に効果が期待出来る消臭・
吸着材で安全無害・環境にやさしい消耗商品です。

（株）信明産業
ゴムの押出成形品およびプレス成形品の製造販売

（株）誠晃舎
商品開発からブランディング、販促までトータルプロデュースします。

増販情報センター新潟／つばさ税理士法人
MP（マーケティングプランナー）講座、経営支援室、会計・
税務相談、相続対策、他

奏風システムズ（株）
製造業向けタブレット／スマートフォンの活用と超高速開発ツール
Magic xpaのご紹介

（株）第一印刷所／（株）プレスメディア
「デジタルマーケティング」をテーマとしたサービス・ツールのご
紹介

（株）ダイレクトジャパン
独自技術による家庭用から業務用まで幅広く、空気清浄機の製
造販売

（株）ディー・オー・エス
IT機器の管理効率化と、情報セキュリティ対策にお役立て頂け
るパッケージソフト「SS1」を出展いたします。

（株）デジタル・アド・サービス
デザイン・カタログ・ブランディング・食品系プロモーション・映像・
web制作実績のご紹介

デュプロ販売（株）　新潟営業所
各種プリンタ、省力化機器等の製品のご提供により、お客様の効
率的な環境づくりをサポートします。

東北インテリジェント通信（株）
「標的型攻撃メール対応訓練サービス」疑似攻撃メールを送付し、
標的型訓練メールを体験するサービスです。

（株）トラスト
貴社のビジネスモデルにピッタリのシステムを提供します

中浜ソフト
ソフトウェアの開発・販売をしています。

（株）ナカムラ
建物の冷暖房、給湯、生産設備の省エネルギー、省CO2、コ
スト削減の提案を行い、その内容効果について展示プレゼンを
行います。

にいがた経済新聞社
中小企業情報や、地域経済の動向を紹介する月刊経済情報誌

「にいがた経済新聞」を10月に創刊します。

新潟県知財総合支援窓口【(一社）新潟県発明協会】
知的財産権制度関連支援策、知財総合支援窓口と支援事例の
紹介

新潟県よろず支援拠点（NICO）
ビジネスのあらゆる相談に、11名の専門家が対応します！
相談は無料！ 解決まで何度でもどうぞ！！

新潟雇用労働相談センター
働く人も雇う人も雇用・人事の相談は新潟雇用労働相談センター
へ。弁護士、社労士が無料で相談に応じます。

新潟市ソフトウェア産業協議会
会員企業による製造業向けの各種ソリューションをご紹介してお
りますので、是非お立ち寄りください。名物、豪華景品の当た
るガラポンコーナーもあります。

国立大学法人新潟大学
工学部福祉人間工学科から、超高齢化社会において人々が快
適な生活を過ごせるよう支援する技術を紹介します。

NPO法人 にいがたデジタルコンテンツ推進協議会
新潟県のコンテンツ産業の育成・振興を目的に、デジタルコン
テンツを活用した企業のビジネス創出を行います。

（株）新潟電波
防災用（安心安全）・業務効率化に役立つ無線機・無線放送シ
ステムの販売およびレンタルのご紹介。

日東成工（株）
ゲリラ豪雨対策　止水板「フラッドセーフシリーズ」　暗闇対策　
畜光材「ルミセーフシリーズ」

日本通信（株）
高齢者・子供のいのちを守る歩行環境シミュレータの体験、
出前講座の紹介

(一社) 日本フランチャイズチェーン協会
フランチャイズに関する無料相談を実施。フランチャイズ加盟
や本部構築を検討中の方など、ご相談ください。

社会保険労務士法人 パーソナルサポート
（株）パシフィックネット

PC・タブレット等のレンタルからご不要な機器の買取・データ
消去までワンストップでIT戦略をアシストします

（株）BSNアイネット
ＢＳＮアイネットグループが各ソリューションをご紹介。高い専門
性と技術力、豊富なノウハウを基に、地元新潟を拠点として全
国へ向けたＩＴソリューションを推進しています。

東日本電信電話（株）
オフィスのICT化、情報セキュリティ対策に関するNTT東日本
のソリューション

（株）ビット・エイ
コメリグループのシステム開発を担うビット・エイによるトータ
ルソリューションをご紹介致します。

越後亀紺屋　藤岡染工場
伝統製法による手ぬぐい　贈答用としてのご提案

富士物産（株）
リーブ硬さ試験機　ＰｈａｓｅⅡシリーズ、リバウンドハンマーＥｃｔｈａ
1000、ＥｃｔｈａＰＲＯ、非防爆型ガンマ線密度計（表示認証機器）

（株）ProntoNet
「お客様の目的達成」を第一に考えた、効果の高いサイトをワ
ンストップでご提案・構築します。

（株）マックスインポート
【スポーツケア、始めよう。】米国ブランドCALDERAのアイシ
ング用品、旅行用品、ネックウォーマー

（株）muku.
ブランド＋プロモーション、ブランモーションの紹介とマンガ、
イラスト作製サービス。マンガBIZの紹介。

山勝電子工業（株）
弊社電子機器技術の集大成として、劣化した映画フィルムを世
界で初めて4K高解像度に変換することに成功。

（株）ヤマト
健康機器（フットマッサージ機）の実演・PR

（株）横山商会　＊日立製品総合特約店
日立関連品をはじめ、弊社取扱いメーカーお奨め品、自社開発
力を活かした電子機器を紹介　各種おもしろデモ機を展示します。

Ｌaugh’s style（株）
新築からリフォーム工事も対応　家の中だけでなく造園、外構
工事もお任せください。

(株) リアンビション
IoT、AI（機械学習・音声認識・画像認識）、ロボットの展示。
最新ITを体験できます。

（株）ルクス・エナジー (株) エクセルシステム
新潟のLED照明メーカーです。自社設計によるユニークなLED
照明を展示しております。

（株）ワクイ
ステンレス製品のトータルメーカー　きれいな街並み・快適環
境　大型ゴミ集積箱「環境ステーション」の紹介

和gen　（（有） 和源）
新潟県産の着物に強いお店。企業PR、企業間におけるイベン
ト時に新潟県産着物を着ると好感率が上がる！

（株）ワタナベ（越路レンタカー）
長岡でレンタカーを中心に営業している中小企業です。「使い
勝手がいい」と評価頂いています。公式アプリ有り。

(公財) 新潟市産業振興財団
（公財） 新潟市産業振興財団

支援メニューや事業の紹介など。新潟IPC財団はあなたのビジ
ネスを全力でサポートします！

（株）アイビーシステム
ワイヤレスナースコールシステム　タブレット版いきいき脳体操

（有）エフディー
デザイン事務所です。自社製品の販売サイト制作・運営代行サー
ビスなどをご紹介します。

（株）けんと放送
音声を録音・送信し、ラジオ局をはじめ、さまざまな団体やイ
ベントで活用できるスマートフォンアプリです。

（有）小林製作所
チタン製のバーリング加工パイプの展示。材料からロール成形・
溶接加工までオーダーサイズでの製作も対応します。

まちごと美術館プロジェクト
障がい者アートをカフェ・レストラン・観光施設などにレンタルし、
新潟のまち全体をキャンバスにした「まちごと美術館」です。

ユニトライク（株）
特許出願中！ 業務用除菌消臭剤「ジーミスト」インフルエンザ・
ノロウイルス・食中毒対策はおまかせください！

レンタカー REIZ（ライツ）
レンタカーポルシェボクスター　県内では珍しい車をレンタルす
る会社です。皆様の一助となれば幸いです。

新潟市異業種交流研究会（協）
組合企業約20社のブース展示
新潟市内最大の異業種ネットワーク。組合企業による共同出展
でビジネスチャンスの拡大を目指します。

（協）新潟県異業種交流センター
（株）アイサポート

ホームページ及びネットショップの構築及び運用支援、用途に応
じた提案を行います。販促、業務効率化にお困りの方はご相談
ください。

（株）相田合同工場
取扱説明書・取扱説明書ムービー等製品安全デザインのご提案。
鍬・土農工具、刃物修理の取次店募集の告知。

（株）アルモ
鉄道車両部品・医療機器などのアルミ鋳物製品の製造販売　アル
ミ鋳造技術を生かした、オリジナル酒器・健康器具の製造販売

（株）ウイング
脱Excelの業務改善ツールであるマジックロジックを出展いたし
ます。管理部をシステムで支援します。

（株）エフピーエム
ＦＰ業務を扱う会社です。中小企業でも導入できる確定拠出年金

（401K）を取り扱っていますのでご相談ください。

（株）大谷製作所
プレスや溶接による板金加工品（自動車部品、建築・厨房板金）

創意工夫の「音瀬工業」
エコで燃焼効率の良い「準無煙薪ストーブ」と利用範囲が広く
堅固な「自然石ユニット擁壁」の紹介

（株）オリエンタル
クラウド、スマートフォンアプリ、IoTなどのソフトウェア開発技
術をご提供。経営のIT化に関するご相談を承ります。

コデラカプロン（株）
殺菌性銅素材及びアメリカERA承認銅素材を利用した感染症予
防対策の銅製品の製造開発を行っております。

（株）ジャステム
非接触式厚さ測定装置・キズ検査装置・移載装置等、完全オー
ダーメイド装置

（株）鈴木コーヒー
ドリップバッグコーヒーで個人・企業さまのオリジナルノベルティ
の提案。オリジナルギフトセットを小ロットで作成いたします。

（株）ソルメディエージ
プロジェクションマッピング・VR

西巻印刷（株）
商品パッケージ、販促POP、陳列ディスプレイ

（株）博進堂
御社には企業理念はありますか？ また、その企業理念は社内外
に根づいていますか？ 事業継承や組織改革などは自社を見つめ
直す機会。弊社はそのお手伝いができます。

（株）ふふふ（上棟式支援活性化協会事務局）
上棟式が日本を変える！ 上棟式の可能性の研究と支援で建設業
及び関連企業・地域の活性化を目指しています。

（株）プライムネット
心が動く、知り合いに紹介したくなるサービスを、全力で、
ご提供します。

（株）北陸ジオテック
水俣条約の発効に向けて、私達にできることや適正処理すべき
製品について紹介しています。

ホリカフーズ（株）
レトロなデザインの低脂肪コンビーフと牛肉大和煮　発熱セット
で何処でも温かい食事ができるレスキューフーズ

森下企業（株）
有機ＪＡＳ規格　「活菌態　笑愛　ボカシ」　お米、野菜、果物、
育てるものを選ばず土壌改良にも使える万能堆肥です。

新潟県中小企業家同友会
アールクラフト塚原板金（有）
労働環境改善　省エネ・暑さ寒さ対策　結露対策に有効な遮
熱工事をご提案

切り文字屋オッケイ
くり返し使える展示会ブースの壁面装飾（ブースラッピング）
を紹介したいと思っています。

（有）鈴文
雪止め金具を中心に建築金具を出展する予定です。金属加工
を主にプレス、溶接をおこなっております。

重曹洗浄のエコロビーム新潟／すみれ建装（株）
県内初！ 『１３０度の高温水』 と 『重曹』 で汚れを綺麗に落とす
環境や人に優しい“特殊洗浄専門店”

第四電設（株）
LED照明各種・電気工事　新潟発照明メーカーとして様々なニー
ズに応えます。

丸三安田瓦工業（株）
新潟県阿賀野市の伝統産業である瓦メーカーが作るテーブルウ
エアです。

有希化学（株）
業務用洗剤、化学工業薬品の卸、製造、販売。貴社ブランドの
オリジナル洗浄剤も製造いたします。

（株）渡辺建設
メイン業務のオーダー家具・店舗什器と新分野の「小物・雑貨」
の提案をさせて頂きます。

新潟県中小企業団体中央会
相場産業（株）
自動研磨機で加工した鍛造トルクレンチと工具の造形を活かし
たキッチンツールやステーショナリーを展示

（株）アサヒ
ステンレス×漆の『漆磨カップ』、銅製品、他　当社は、金属加
工の町『燕』で長年、金属洋食器を主に製造・販売しております。

（株）石鋸工業
手引きのこぎり製造メーカー。例（生木、竹、乾燥木材、塩ビ、
プラスチック等）

岩橋印刷（株）
印刷会社の強みを活かし、紙の風合いと印刷によりその素晴しさ
を伝えるプロダクトブランドfrel.です

福祉車両の（有）カスタムセレクト
回転する運転席、外れて車いすに変わる助手席、荷物スペースを
拡大させるリフト、必見の後付け機器が目白押し

吉川化工（株）
小さな鋳物とその型が、｢安い！　早い！　高精度！｣　出展品はそれ
を助ける、｢鋳造用一体成形模型｣ です。

（株）テーエム
ステンレス黒染め製品　黒染めのことなら是非テーエムへ!!

（株）新潟造形
「看板 × 立体造形」　FRP及び、超速硬化ウレタン成形機を使
用したオリジナル立体看板

（株）ハシモト
ステンレス板の　“絞り成形品”　及び　“レーザー加工品”

宮本警報機（株）十日町工場
自動車用ホーン、ブザー、電子ユニットの展示。温度、振動、
ノイズなど各種の環境試験を実施できます。

（有）ユー・アイ工業
小径六角穴付ボルト品のご紹介

（株）悠心
開封後も鮮度を保つ新型液体包装容器PID

（株）レリエンスメディカル
乳がん患者さんの生活の質（QOL）向上を目指した、接着剤
を使わずにそのまま装着できる人工乳房


