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【下田のヒメサユリ】

ヒメサユリ（姫早百合）別名オトメユリ（乙女百合）

宮城県南部及び新潟県、福島県、山形県が県境を接する飯豊連峰、
吾妻山、守門岳周辺だけ分布する貴重な植物で、野生種は環境省
のレッドリストで準絶滅危惧種に指定されています。

三条市の下田地区に自生しており、平成１７年に三条市の花に指定
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会報誌第29号の発刊にあたって
一般社団法人 新潟県電子機械工業会
会

長

島 津 克 吉
新潟県電子機械工業会は、昭和６０年１月９日に新潟県から社団法人の認可を受け、平成２９年
１月で創立３０年となります。
この間、企業の海外展開やグローバル競争の激化などにより、産業界は大きく変革いたしま
した。また、ＩＯＴ、ＡＩやロボットなど第４次産業革命が既に始まったとも言われており、
技術革新が予想を遙かに超えるスピードで進み、先行きが一層不透明な時代となっています。
このような中、本年、４月に取りまとめられた国の「新産業構造ビジョン」では、ＩＯＴは
全ての産業における基盤技術であり、様々な分野における技術革新や新たなビジネスに結びつ
くことが期待されると提言しています。それには企業や系列の壁を超えたデータープラット
フォームの形成が鍵とされています。
  当会としては、行政、関係団体や大学等と連携を強化し、広くアンテナを張りＩＯＴなどの
最新情報を収集し、会員企業の「時代に即した人材育成、経営基盤の強化」に努めます。
一方、新潟県の人口減少が続いており、特に若者を中心とした県外への転出が、年々拡大し
ています。生産年齢人口の減少は企業を支える人材不足はもとより、地域経済を縮小し、その
ことが更なる人口減少を引き起こすという悪循環に陥り、地域の衰退が懸念されております。
このようなことから、新潟県が人口減対策として取り組んでいるＵ・Ｉターン就職促進や県
内大学生の県内就職促進などに、当会としても支援することにしております。さらに、魅力あ
る会員企業の情報を発信し若者の県内就職を促進して行く方針です。会員の皆様におかれまし
ては、これらの取組についてご理解とご支援を賜りますようお願いいたします。
この会報誌は、この一年間に実施した事業を振り返りながら、当工業会の活動状況を多くの
方々から知っていただき、ご理解いただくために作成しているものです。ご一読いただければ
幸いです。
最後に、この冊子を発行するにあたり、ご多忙中にもかかわらず、ご協力をいただきました
関係機関の方々および会員各位にお礼申し上げます。


平成２８年盛夏
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地域経済の更なる飛躍に向けて
新潟県産業労働観光部
部

長

武 本 清 志
「ＮＥＩＡ」第２９号の発刊に当たり、一言ご挨拶申し上げます。
皆様には、日ごろから県行政の推進について、格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼を申
し上げますとともに、本県産業の振興に多大なご貢献をいただいておりますことに心から敬意
を表します。
ご挨拶に先立ち、この度の熊本地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈りしますととも
に、被災された皆様方に対し心よりお見舞いを申し上げます。今なお、多くの方々が不便な避
難生活を余儀なくされています。皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上
げます。
さて、我が国経済は、中国経済の減速や年初から進む円高の影響により、これまで経済を牽
引してきた輸出型企業の業況の改善に陰りが見られます。また、設備投資が力強さに欠けるほ
か、生産活動も一進一退の状況にあり、実体経済は踊り場にあると考えております。
引き続き、デフレ脱却を確かなものとし、我が国経済をしっかりと成長軌道に乗せていくた
めには、金融政策に加え、財政政策による内需の拡大が不可欠です。政府・日銀には、金融政
策と財政政策を両輪とする適切なマクロ経済を実行し、地方でも景気回復を実感できる経済環
境を早期に整備していただきたいと考えております。県といたしましても、国の経済対策への
積極的な対応も含め、可能な限りの対策に努めてまいります。
本県経済の安定と発展には、地域の経済と雇用を支えている地域産業の活性化が不可欠で
す。中小企業、特に経営資源の確保が困難な小規模企業の事業の持続的発展に向け、人材の育
成・確保や金融面でのセーフティネット、事業承継などの経営基盤強化を図ります。
中長期的な観点からは、本県が持つ強みを県経済の今後の飛躍にしっかりとつなげていく取
組も重要です。
エネルギー分野では、雪冷熱エネルギーを活用したデータセンターの商業運用に向けた効果
検証を行っており、地中熱については、住宅への設備導入支援補助金を募集しているところで
す。また、洋上風力発電の導入可能性についても調査を進めることとしています。これら再生
可能エネルギーのほか、上越沖に賦存するメタンハイドレートも今後の可能性を持つ貴重な地
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域資源です。先般、日本海沿岸府県で構成する日本海連合として、安倍総理大臣に対し要望を
行ったところであり、今後の資源開発を見据えた地元技術の活用等の研究も進めることとして
おります。これら本県の有する多様な地域資源や技術を活かしながら、高付加価値型の産業構
造への転換に向けた取組を積極的に展開してまいります。
また、労働力不足等への対応も念頭に、生産性向上やイノベーションに資するAI・IoTの活
用に向けて、企業や大学等を対象としたセミナーの開催のほか、分野別にテーマを設定し、調
査・研究等に取り組みます。会員の皆様からもご参加いただき、その技術や知識をAI・IoTを
活用したビジネスの創出につなげてくださいますようお願いいたします。
今、地方共通の課題は、地方創生と人口減少問題への対応です。
県では、人口の社会減に歯止めをかけるため、企業誘致の促進や創業支援等による雇用の場
の創出・確保、Ｕ・Ｉターン就職推進の取組を強化するほか、企業の魅力等の情報発信の強化
や企業と若者のマッチング促進、人材の育成・確保支援による雇用のミスマッチの解消への取
組を進めます。さらに、若年層から中高年層までの離職者等に対する就労支援を迅速かつ的確
に行うとともに、障害者雇用の促進やワーク・ライフ・バランスの推進等にも取り組んでまい
ります。
貴工業会におかれましては、昭和62年の設立以来、約30年にわたって、多岐にわたる業種で
構成される会員企業や県内大学等との貴重なネットワークを築き上げてこられました。その
ネットワークを最大限発揮され、時流の変化に機敏に対応した事業活動を通じて、魅力ある職
場づくり、働きやすい職場環境の整備にご尽力いただき、県内における雇用創出、若者の県内
就職の促進にご貢献いただいていることを大変心強く感じます。貴工業会には、今後とも、若
者が希望を抱き、未来を描くことのできる地域社会を実現するための一翼を担っていただける
ものと期待しております。
県といたしましても、明日の新潟の飛躍につながる施策を展開してまいりますので、引き続
き、力強いご支援を賜りますようお願い申し上げます。
最後に、一般社団法人新潟県電子機械工業会の益々のご発展と、会員の皆様のご健勝と益々
のご活躍を祈念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。
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今後も県内産業の活性化を推進する良きパートナーとして
公益財団法人にいがた産業創造機構

理 事 長

森

邦 雄

一般社団法人新潟県電子機械工業会の日頃の活動に敬意を表しますとともに、公益財団法人
にいがた産業創造機構（ＮＩＣＯ）が取り組む、県内企業支援に対して、多大なるお力添えを
賜り、厚く御礼申し上げます。
我が国経済は、大企業を中心に業績の改善が見られるものの、地方においては、景気回復の
実感が乏しい現状にあります。多くの県内中小企業では、海外の経済情勢や急激な為替変動な
どによる先行きの不透明感が強まる中、後継者育成・人材確保などの構造的な課題に直面する
など、企業経営は依然として厳しい状況にあります。
このような経済環境の中、貴工業会におかれては、産学官連携の推進や人材育成事業など、
多岐にわたる事業活動を通じて、県内産業の活性化と雇用の拡大に貢献されてきました。
特に、研修・情報活動による人材育成に積極的に取り組まれ、ISO2015年版への移行に対応
するためのセミナーや労働安全衛生に関する研究会に加え、新たに「女性リーダー研修」を開
催するなど、環境変化にいち早く対応した事業を実施されています。これらにより、会員企業
の人材育成や経営基盤の強化がより一層図られていることに、敬意を表します。
さて、貴工業会は昭和62年に設立され、来年には設立30周年という節目の年を迎えられま
す。当時の経済環境は、急激な円高の進行や日米半導体摩擦、さらにはバブル経済の崩壊等、
非常に厳しい状況にありました。また、グローバル化による生産の海外移転とそれに伴う国内
の空洞化、外国企業とのコスト競争力の激化により、企業経営そのものを見直さなければなら
ない時代でもありました。
そのような中、貴工業会では、「地域中小企業技術高度化事業」、「中小企業人材確保推進
事業」などの実施や、展示会「エレクトロニカ新潟」の開催など、時代のニーズに即した事業
を展開されました。また、研修会やセミナー等による会員相互の交流や産学官との技術・情報
の交流に加え、「会報誌ＮＥＩＡ」や「ＮＥＩＡ ＮＥＷＳ」の発行による情報提供などにも
注力されました。このような取り組みにより、貴工業会は、県内産業の下支えに貢献され、大
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変厳しい激動の時代を乗り切ってこられました。改めて敬意と感謝の意を表します。
貴工業会では、設立30周年を契機に工業会のあり方を検討されると聞いております。AI・
IoT活用が有望視される中、引き続き、工業会を取り巻く環境や時代の潮流に対応し、県内産
業の牽引役としての役割を担っていただくことを大いに期待しております。
一方、ＮＩＣＯは、平成15年に新潟県中小企業振興公社を母体に開設されてから、13年が経
ちました。この間、信濃川テクノポリス開発機構を統合し、ＮＩＣＯテクノプラザへと改称し
たほか、新潟県産業貿易振興協会やニューにいがた振興機構等を統合し、ＮＩＣＯは、県内企
業の新事業創出を総合的支援する機関となりました。
貴工業会とＮＩＣＯとの関わりについては、平成16年に貴工業会の事務局がＮＩＣＯテクノ
プラザの２階に移転し、連携体制がより強固となりました。また、ＮＩＣＯの「ＩＴ産業クラ
スター形成プロジェクト事業」においては、新潟県ＩＴ産業ネットワーク21とともに、「組込
みシステム技術者育成研修」の実施にご協力いただきました。
現在、ＮＩＣＯでは、貴工業会同様、競争力強化および付加価値の高い「モノづくり」を進
めていくためには、「人づくり」は欠くことのできないものと考え、「長岡モノづくりアカデ
ミー」や「高度ＩＴ人材育成事業」などを実施し、新たな情報提供に努めております。
これからも、貴工業会の良きパートナーとして、二人三脚で県内産業の活性化を図ってまい
りたいと存じますのでよろしくお願い申し上げます。
最後に、一般社団法人新潟県電子機械工業会の益々のご発展と会員の皆さまのご健勝を祈念
いたしまして、「ＮＥＩＡ29号」発刊にあたってのご挨拶とさせていただきます。
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平成27年度 部会・委員会活動報告
【 総 務 企 画 委 員 会 】

総務企画委員長

坂本 元昭（ＴＤＫラムダ株式会社）

１．役割
当委員会は、ＮＥＩＡ全体の活動を事務局と連携し運営するとともに、各部会活動に対して支
援・協力を行っています。また、会員内外および関係機関の方々に事業活動をご理解いただくた
めに会報誌を通して定期的な広報活動を行っています。
２．活動方針
会員の皆さまに役立つ企画と会員以外の皆さまに参加できる事業企画および会報紙・誌によ
り、会員相互の交流と情報提供の充実に結び付けられる活動を目指します。
３．活動内容
①通常総会・記念講演会の運営
5月22日にホテルニューオータニ長岡に於いて第41回通常総会を開催し「平成26年度事業計
画・収支決算報告」「平成27年度事業計画・収支予算」等が審議され承認されました。
総会に引き続き記念講演会は、野村證券株式会社主任研究員の和田理都子氏より「地域多様性
が生み出す21世紀日本の活力」と題して、ご講演をいただきました。
②産学官関連事業の開催
4月24日に、平成27年度新潟県産業労働観光部関連事業説明会として新潟県産業振興課長の利
根川雄大氏をお招きし「新潟県の産業振興に向けた取り組み」と題し、事業計画、支援政策等に
ついて説明をいただき、会員各社との意見交換の場となりました。
③広報活動
奇数月末発行の情報媒体である「ＮＥＩＡニュース」と前年度の活動報告をまとめた年刊誌
「ＮＥＩＡ第28号」を10月に発行しました。
４．むすび
産学官の情報や交流の場の形成を事務局と企画してまいります。

【 交 流 部 会 】

交流部会長

吉原

誠（ＪＰＣ株式会社）

１．役割
当部会は、ＮＥＩＡ会員の相互の交流を深めることと、会員外の企業、団体の「産」及び高等
教育機関等の「学」との交流の「場」を提供する事で加入メリットを示す活動を行っています。
２．活動方針
当部会の事業は、参加の会員が「なにか一つでも得るものがあった」、「外部のネットワーク
が作れた」と思われるような企画を計画し活動しています。
３．活動内容
会員交流促進事業
会員相互の交流を深める事を目的にして業界以外でも幅広い分野での意見交換できる交流事業
を開催。平成27年度は、5月22－23日 ホテルニューオータニ長岡/長岡ＣＣで開催
４．むすび
交流事業は、他社のコア技術・開発苦労話・実践活動などの話題提供から普段聞かれない機会
で好評を得ております。
今後も、当部会の事業へのご提案、ご要望を含めましてご支援頂きますようお願いいたしま
す。
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平成２７年度 部会・委員会活動報告
【 研 修・情 報 部 会 】

研修・情報部会長

高井 宏（株式会社エム・エスオフィス）

１．役割
当部会は、技術、システム等、企業活動に役立つ情報をタイムリーに届けることと、人材育成
の一助としてご利用いただくべく、リーズナブルなセミナー・研修の企画を行っています。
２．活動方針
会員企業のニーズを第一とし、受講者の方々が「受講して良かった」、そして企業様が「受講
させて良かった」と思えるような有益なセミナー・研修を企画・実施すべく活動しています。
３．活動内容
平成２７年度は、研修・情報部会として以下の活動を行いました。
開催日

講習会・研修会

受講数

平成27年5月20－22日

ISO9001内部品質監査員養成セミナー(長岡会場)

12 人

平成27年6月18－19日

ISO14001内部環境監査員養成セミナー（新潟会場）

13 人

平成27年7月15－18日

ISO9001内部品質監査員養成セミナー（新潟会場）

10 人

平成27年8月27－28日

ISO14001内部環境監査員養成セミナー（長岡会場）

15 人

平成27年9月8日

部下との接し方(TWI-JR)研修

平成27年9月15日

仕事の教え方(TWI-JI)研修

11 人

平成27年9月15－17日

ISO9001内部品質監査員養成セミナー(長岡会場)

16 人

平成27年10月9日

女性リーダー研修

19 人

平成27年11月11－13日

ISO9001内部品質監査員養成セミナー（新潟会場）

7 人

平成27年12月10－11日

ISO14001内部環境監査員養成セミナー（新潟会場）

11 人

7 人

４．むすび
研修・情報部会では会員の皆様のご意見・ご要望を広くお伺いし、より皆様のニーズに合った
有益なセミナー・研修を企画実施して参ります。

平成27年10月9日 女性リーダー研修

平成27年7月15日 ISO9001セミナー（新潟会場）
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平成２７年度 部会・委員会活動報告

【専門部会】

専門部会長

田村 正廣（株式会社コロナ）

専門部会は「ＩＳＯ９０００研究会(品質マネジメントシステム）」「ＩＳＯ１４０００研究会
(環境マネジメントシステム）」｢労働安全・衛生(ＯＨＳＭＳ)研究会｣の３研究会体制で活動しま
した。また、３研究会合同会議も年２回実施し、各研究会の枠を超えた交流も図っております。
平成２７年度の各研究会の活動状況を以下に報告します。
ＩＳＯ９０００研究会

チーフ

今井 新一（株式会社日立産機システム中条事業所）

１）登録メンバー 13社 16名
㈱アドテックエンジニアリング/㈱有沢製作所/アルプス電気㈱/NECソリーションイノベータ㈱
㈱エム・エスオフィス/㈱大菱計器製作所/㈱コロナ/ＪＣＣソフト㈱/ダイニチ工業㈱
ニイガタ機電㈱/日本精機㈱/㈱日立産機システム/㈱北越電研
２）活動実績
定期活動は偶数月に開催し、会合毎に活動テーマと審査事例紹介を設定して進めました。
実 施 日
第1回
2015.4.16
第2回
2015.6.27
第3回
2015.8.22
第4回
2015.10.15
第5回
2016.1.22
第6回
2016.2.18

研 究 テ ー マ
◆参加メンバーの自己紹介
◆活動テーマ報告：「QMS外部審査指摘と対応」
「ISO9001改正版と現行版との差分解説」
◇審査事例紹介 : ２社から報告
◆活動テーマ報告：「ISO9001（ISO14001）の規格改正への対応について」
「ISO9001,14001改正 FAQ情報」
◇審査事例紹介 : １社から報告
【３研究会合同会議】
（アオーレ長岡 市民協働センター 協働ルーム）
◆活動テーマ報告：「ISO9001を活かせる会社になるには」
◇審査事例紹介：１社から報告
◆活動テーマ報告：「LRQA規格改訂」
◇審査事例紹介：報告なし
【３研究会合同会議】
（まちなかキャンパス長岡・交流ルーム）
◆活動テーマ報告：「JRCA講演会」の情報
◇審査事例紹介：１社から報告
◆活動テーマ報告：「ISO9001:2015リスクに基づく考え方」について
「JQA NETWORK」を参考にした移行スケジュール
◇審査事例紹介：１社から報告
◇平成28年度計画について

参加数
7 名

7 名
9 名
4 名
6 名

8 名

３）活動状況
・2015年版の正式発行に関する情報について、各種セミナー等に参加されたメンバーより紹介さ
れ、移行に対する具体的な考え方や進め方について、参加者との活発な討論が行われました。
・各社の定期審査や更新審査に関する情報交換においては、指摘内容についての疑問等に対して
各メンバーの経験や実績等により活発な意見交換が行われ有効なものとなりました。
４）その他
・定期/更新審査の情報交換では、新たに担当となられたメンバーの参考になっているようでし
たので、定期/更新審査の指摘事項でお悩みの方は、見学からでもご参加されることをお待ち
しております。
・平成28年度はISO9001:2015年版の箇条毎に意見交換を行って参りますので、多数の企業のご
参加をお待ちしております。
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平成２７年度 部会・委員会活動報告
【専門部会】
ＩＳＯ１４０００研究会

チーフ

原 了次（日本精機株式会社）

１）登録メンバー 11社 16名
㈱アドテックエンジニアリング/アルプス電気㈱/エヌエスエレクトロニクス㈱/㈱コロナ
㈱総合車両製作所/㈱第一測範製作所/ダイニチ工業㈱/ＴＤＫラムダ㈱/ニイガタ機電㈱
/日本精機㈱/㈱日立産機システム
２）活動実績
定期活動は奇数月に開催し、会合毎に活動テーマと審査事例紹介を設定して進めました。
実 施 日

研 究 テ ー マ
◆参加メンバーの自己紹介
第1回
◇審査事例紹介：環境側面の特定～改善ﾃｰﾏへの一連の流れについて
2015.5.28
◆ＥＭＳ活動関連：
「ISO14001(2015年版)への具体的な対応」
◆環境法規制関連：
「フロン排出抑制法の対応について」
◇審査事例紹介：事業所単位認証から全体認証 / 全体認証へ / 油漏洩 / 毒劇物管理
第2回
◆ＥＭＳ活動関連：
「自社の環境ﾏﾈジﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの取組みについて」
2015.7.23
◆環境法規制関連：「MTEP紹介、CEﾏｰｷﾝグ解説」
【３研究会合同会議】
（長岡ｼﾃｨﾎｰﾙプﾗザ ｢ｱｵｰﾚ長岡｣ 第 1 協働ﾙｰﾑ）
第3回
◇審査事例紹介：外注工程（メッキや半田など ) の環境側面の評価
2015.8.28
◆環境法規制関連：
「省エネルギー政策及び環境関連法規制動向」
◇審査事例紹介：環境法規制の順守評価 / 環境報告書 / 指摘件数
第4回
◆ＥＭＳ活動関連：
「計画段階の要求事項の繋がり」
2015.11.11 ◆ＥＭＳ活動関連：
「ISO14001規格改正の対応(疑問点)」
◆環境法規関連：
「現場ご視察(改正水濁法への対応)
」
「化学物質関連の法改正」
【３研究会合同会議】
（まちなかキャンパス長岡 5F 交流ルーム）
第5回
◇審査事例紹介：ﾘｽｸ管理 / 規格改定 / ﾁｬﾝｽ・機会
2016.1.22
◆環境法規関連：「chemSHERPAと化学物質の情報伝達について」
◇審査事例紹介：ﾌﾛﾝ排出抑制法の自主点検 /SDS の設置 / 緊急事態対応
第6回
◆ＥＭＳ関連活動：
「ライフサイクル視点の考え方」
2016.3.9
◆環境法令関連：「RoHS指令、追加物質への対応」

参加数
12 名

10 名

14 名

13 名

12 名

13 名

３）活動状況
当研究会では、ISO14000環境マネジメントシステムを通して、環境に関する課題と自社での対
応についての情報提供や意見交換を行っております。また、環境に関連した法規制の話題提供や
対応方法、法規制のグレーゾーンの解釈や、環境マネジメントシステム運用面の課題、他の審査
機関との審査の違いなど普段中々聞くことのできない内容についての意見交換も行っており、非
常に有意義な活動となっています。
４）その他
平成27年9月15日に、ISO14001規格が改正となりました。今後3年以内に新規格への移行が必
要となります。規格改正のポイント、規格の解釈、各社でどの様に対応しているかなど、研究会
ならではの自由な意見交換の場でもあります。
これら規格改正対応や環境法規制対応などに関するお悩みをお持ちの方は、当研究会に参加い
ただければ、良い解決方法が見つかるかもしれません。是非とも多くの企業のご参加をお待ちし
ております。
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平成２７年度 部会・委員会活動報告
【専門部会】
労働安全・衛生（OHSMS）研究会
１）登録メンバー

チーフ

番場 宏（ダイニチ工業株式会社）

8社 12名

㈱アドテックエンジニアリング/アルプス電気㈱/㈱エム・エスオフィス/㈱コロナ
ダイニチ工業㈱/ＴＤＫラムダ㈱/日本精機㈱/㈱丸互
２）活動実績
・定期活動は奇数月に開催し、会合毎にテーマとテーマリーダーを設けて開催しました。
・共通テーマとして、労働安全・衛生に関する各社の取り組み事例の発表、個別テーマとして
各社の困っている問題等の発表から各社の取り組み等、話し合いながらプロセス事例を自社
の活動の参考にしています。
実 施 日
第1回
2015.5.13

研

究

テ

ー

マ

◆平成27年度労働安全・衛生研究会新規加入紹介
◆参加メンバーの自己紹介

◆個別テーマ：【2015年度安全衛生活動計画について】
「労働災害の対応の紹介」「健康管理状況の説明」

参加数

8名

「労働局からの訪問指導の説明」

第2回
2015.7.16
第3回
2015.8.28
第4回
2015.11.18
第5回
2016.1.22
第6回
2016.3.16

◆共通テーマ：
【各社のメンタルヘルス対策と過重労働対策について】
「ストレスチェックと面接指導の実施について」

「フレックスタイム制・変形労働時間制導入について」

【３研究会合同会議】
（アオーレ長岡・第１協働ルーム）
◇個別事例研究：
「化学物質の適正管理について」

7 名

9 名

「派遣法改正について」
◆共通テーマ：
【各社のメンタルヘルス対応状況について】
「メンタルヘルスの実施状況、問題点について」
【３研究会合同会議】
（まちなかキャンパス長岡・5 階交流ルーム）
◇個別事例研究：
「ヒヤリ・ハット事例」「メンタルヘルス対応」

10 名
9 名

「メンタルヘルス対策と過重労働対策」
◆共通テーマ：
【各社の危機管理の取り組みについて】
「緊急連絡網の整備について」「安否確認システムについて」

6 名

「防災用品の備蓄について」

３）活動状況
・共通テーマとして各社のメンタルヘルス対策と過重労働対策についてを今年度の重点テーマと
してストレスチェックと面接指導の実施、フレックスタイム制・変形労働時間制導入による残
業時間の低減など各社の取り組みなどの情報共有しています。
・個別テーマとして、労働安全衛生法改訂の化学物質管理対応、派遣法改正について、緊急連絡
網の整備について、安否確認システムについて、防災用品の備蓄について発表があり有用な情
報を提供していただいています。
また、安全衛生活動の取り組み、労働基準監督署からの指導など、各社の安全衛生活動におけ
る有用な情報交換になっています。
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４）その他
・今年度の活動の重点として、化学物質についてリスクアセスメントが６月１日から施行される
のに合わせての対応等労働安全衛生法の改正に合わせた取り組みを共通テーマとして取り上
げ、また個別テーマとして各社の困っている事などテーマとして情報交換していきたいと思い
ます。
・2016年12月発行予定?の労働安全・衛生(OHSMS)ISO規格、ISO45001の情報収集しながら活動
を進めたいと思います。
・労働安全衛生担当者(安全管理者・衛生管理者・総務等)の参加をお願いします。

平成２８年１月２２日 ３研究会合同会議
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紹

介

一般社団法人 新潟県電子機械工業会

当工業会は、県内における電子機械工業に関する情報の収集・提供、人材の育成・確保、技術
交流および研究開発等に関する事業を行うことにより、県内工業の経営基盤の強化、技術の高度
化、新しい市場の開拓および雇用の創出等、新潟県内の振興と文化に発展に寄与することを目的
にしています。

■ 事 業 内 容
〇事業運営委員会
各部会・委員会での事業を総括し、当工業会事業の全体計画の推進と進行管理に努めます。
〇交流部会
会員相互の幅広い交流を実践しながら、産学官交流、産産交流、異業種交流と県内企業の交
流の核として活動します。
〇研修・情報部会
技術の高度化に資する研修、情報の共有を図り会員の資質の向上に務めます。
〇専門部会
テーマを定め研究会を組織し、自主企画・自主運営のもと相互に人材の育成・技術向上を推
進します。
〇総務企画委員会
当工業会事業の総括的推進とＮＥＩＡニュース、ＮＥＩＡ誌に掲載する内容に関して企画編
集し、当工業会運営の円滑化と情報の受発信に務めます。

■ 組

織
総

会

交

理 事 会
会

長

顧

問

流

部

会

研修・情報部会
副

会

事業運営委員会

長

事

務

局

専

門

会

総務企画委員会

■ 会 員 特 典
〇会員相互の技術担当者レベルの交流の場を提供します。
〇会員企業の新製品・新技術開発の情報発信の場を提供します。
〇人材育成や技術習得・向上のための研修・講習会に参加できます。
〇各種発行物の提供
・ＮＥＩＡニュース（隔月発行）
・会報誌ＮＥＩＡ（年１回発行）
・会員名簿（年１回発行）
・各種調査報告書（不定期）

― 13 ―

部

一般社団法人 新潟県電子機械工業会 沿革
1986.11.28
1987. 1. 9
   3. 2
   4.15
1988. 5～
   11. 4～ 6
1989. 4. 1
1990. 4. 1
10.26
1991. 7. 6
     10.19
1993. 4. 1～
   11.12
1994. 4. 1
1996. 4. 1～
   5.～
1997. 5.23
   10. 2
   10.31
1999. 4. 1～
   6. 1～
   10.29
2000. 4. 1～
2001.10.26
2002. 5.20～
2003. 6. 1
   8. 1～
2004.10.10
   12. 1
2006. 4. 1～
2007. 7.27
   9. 5
2008. 2.27
2009. 6. 1
2009.10.15
2010. 4.28
   5.11
2011. 3.11
2011. 8.25
2012. 7.20
2013. 4. 1

社団法人設立総会の開催。初代会長に日本精機㈱代表取締役社長の
永井淳夫氏が就任。事務局を日本精機㈱本社内に設置
新潟県より「社団法人新潟県電子機械工業会」設立認可を受ける
会報誌 ＮＥＩＡ 創刊（以降毎年３月発行）
ＮＥＩＡ ＮＥＷＳ 創刊（以降毎月 28 日発行）
地域中小企業技術高度化事業の推進（～1990.3）
「第１回展示会 ’88 エレクトロニカ新潟」の開催（1994 まで隔年開催）
事務局を長岡市今朝白の長岡ＤＮビル４階に移転
中小企業労働力確保援助事業の推進（～1993.3）
「’90 エレクトロニカ新潟」の開催(10.26～28)
「第1回高校生電子作品コンテスト」の開催(以降 2006 年まで開催)
若者交流イベント＆ボウリング大会（1991～1995 年度まで実施）
「第2回高校生電子作品コンテスト」の開催(10.19～21)
（信濃川テクノフェア ’91 と同時開催）
中小企業労働福祉補助事業の推進（～1995.3）
「第4回高校生電子作品コンテスト＆第１回アイデアロボット競技大会」 開催
(11.12～14/ 以降毎年開催)
新潟県電子機械厚生年金基金設立
人材高度化支援事業の推進（～2000.3）
短時間労働者雇用管理改善等事業の推進（～1999.3）
創立 10 周年記念式典及び記念事業開催 「NEIA 10 年のあゆみ」発行
インターネット ホームページを開設
「信濃川テクノフェア＆エレクトロニカ新潟 ’97」の開催(10.31～11.2)
リフレッシュ休暇制度中小企業普及促進事業の推進（～2000.3）
第2代 NEIA 会長に㈱有沢製作所 代表取締役社長 有沢栄一氏 就任
永井淳夫(初代 NEIA 会長)は顧問に就任
「テクノフェア＆エレクトロニカ新潟 ’99」の開催(10.29～31)
育児・介護雇用環境整備事業の推進(～2002.3)
「テクノフェア＆エレクトロニカ in にいがた 2001」の開催(10.26～28)
長期休暇制度基盤整備事業の推進(～2003.3)
第3代 NEIA 会長に新潟通信機㈱ 代表取締役社長 齊藤昭治氏 就任
有沢栄一(第2代 NEIA 会長)は顧問に就任
中小企業人材確保推進事業の推進(～2006.3)
中国(上海・蘇州)の電子機械産業視察(10.10～14)
事務局を長岡市新産 ＮＩＣＯ テクノプラザ２階に移転
㈶にいがた産業創造機構(NICO)
、新潟県 IT 産業ネットワーク 21 と
「組込みシステム技術者育成研修事業」に取り組む
第1回会員交流促進事業上越会場開催(7.27～28)
専門部会に労働安全衛生マネジマントシステム(OHSMS)研究会を設置
第1回わいがや交流事業開催
第4代会長に池田理化工業㈱ 専務取締役の池田忠彦氏が就任し、
齊藤昭治(第3代 NEIA 会長)は顧問に就任
魚沼地域ビジネス交流会 2009 に共同ブース出展:他団体との交流促進
新潟県次世代地域エネルギー開発拠点事業運営委員会に参画
省エネセミナー「企業における改正省エネ法への対応の実際」開催
第 137 回理事会開催中に「東日本大震災」発生
「原子力防災に関する勉強会」開催
「東日本大震災の教訓を踏まえた、これからの企業危機管理」勉強会開催
社団法人新潟県電子機械工業会を名称変更し、
『一般社団法人新潟県電子機械工業会』に移行
― 14 ―

一般社団法人新潟県電子機械工業会
入

会

案

内

１．入会資格

本会の会員は、正会員および賛助会員とします。
⑴

⑵
⑶

正会員は、新潟県内に本社または事業所を有する電子部品・材料、電子応用製品の製造

（加工を含む）・販売、同業界の技術・情報サービス事業およびこれらの関連事業を営む
本会の目的に賛同する個人または法人とします。

賛助会員は、本会の事業を賛助しようとする個人または法人、団体とします。
当会の目的（当会定款第3条）

本会は県内における電子機械工業に関する情報の収集・提供、人材の育成・確保、技術交
流及び研究開発等に関する事業を行うことにより、本県工業の経営基盤の強化、技術の高
度化、新しい市場の開拓及び雇用の創出等新潟県県内産業の振興と文化の発展に寄与する
ことを目的とする。

２．会費（年会費）
⑴

会費は、毎事業年度4月末日および10月末日までに会費の半額をそれぞれ納入いただきま

⑵

年度途中入会の会費は、入会時の月を含む残月数の月割相当額を掛けた額となります。

⑷

退会時においては既に納入した会費の返還並びにその他財産上の請求をすることはできま

⑶

す。

初回の会費納入は、入会月の末日まで納入いただきます。
せん。

種

正 会 員

賛助会員

別

従業員数（パート含）
300人以上
々200人～299人
々
100人～199人
々60人～99人
々
30人～59人
々29人以下
－

金

額

300,000円
240,000円
180,000円
120,000円
90,000円
60,000円
一口 20,000円

（注）１．従業員数は、新潟県内に所在する事業所の従業員数（事業所が２カ所以上
ある場合はその合計数）とし、入会時及び毎年１月１日現在の人員とす
る。

２．正会員のうち、定款第５条第１号に示す事業内容が主たる事業でない場合

は、定款第５条１号の事業内容に従事する人員（ただし、管理部門につい
ては比例配分）をもって上記種別の従業員数とする。

３．申込手続
⑴

正会員および賛助会員として入会される場合は、「入会申込書」を事務局へ提出ください。

⑵

提出された「入会申込書」は、事務局より会長に提出し、理事会の承認を得られなければ

⑶

入会手続き等については、事務局までお問い合わせください。

なりません。理事会での入会可否は、会長より本人に通知いたします。
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一般社団法人
会

新潟県電子機械工業会
員

平成28年8月１日現在

名
正会員６２
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簿

賛助会員４

計６６

アズビル株式会社
アドバンスオートメーションカンパニー
新潟営業所

株式会社 アヅマテクノス

〒950-0088 新潟市中央区万代４丁目４番２７号
電話 025-212-2400

〒950-0912 新潟市中央区南笹口１丁目９番１０号

電話 025-247-8386 ＵＲＬ http://www.azumatec.co.jp/

ＵＲＬ http://www.azbil.com/jp/

会社紹介

会社紹介

取扱品名

取扱品名

「計測と制御」の技術を元に、人々の安心・快適・達成感と地
球環境への貢献を目指す「人を中心としたオートメーション」
を追求しています。
自動化の幅広い分野を受け持つ制御機器の製造販売、産業シ
ステム事業の製品開発から製造、国際事業、新規事業の開拓
及び研究開発。

株式会社
アドテックエンジニアリング

〒943-8610 上越市南本町１丁目５番５号

ＵＲＬ http://www.adtec.com/

電話 025-524-5121 ＵＲＬ http://www.arisawa.co.jp/

当社の主力製品はあらゆる電化製品に組込まれているプリン
ト基板の製造に必要な自動露光装置です。特にスマートホン
などに使われている高精細で高密度なプリント基板を得意と
しています。長岡事業所は設計開発から製造まで一貫した「モ
ノづくり」の拠点です。

1909 年創業のバテンレースで培った技術は、グラスファイバー
との出会いで新展開へ。新素材・技術革新を進め「織る、塗る、
形づくる」の独自技術力により、エレクトロニクス関連材料、
航空機内装用パネル等の産業構造材料、電気絶縁材料で貢献
しています。

取扱品名

取扱品名

プリント基板用自動露光装置、各種生産用自動化装置、各種
検査装置、精密金型、粉末成形機

会社紹介

会社紹介

プリント基板用露光装置でトップシェア

アリサワファイバーグラス
株式会社

アルプス電気株式会社
長岡工場

〒943-0841 上越市南本町１丁目５番５号
電話 025-524-7551

真空機器、光学精密測定機器、電子計測器、制御機器、分析
装置 理化学機器

株式会社 有沢製作所

〒940-2311 長岡市三島新保３９７番地
電話 0258-42-3111

真空と光学・計測と制御 一筋 70 年。
様々なメーカーの点検・校正をワンストップ・短納期で提供し、
機器運用効率化・コスト低減に貢献します。約 130 社の中から、
課題解決に直結するベストマッチングの提案で、高品質化を
実現する「計測技術コーディネーター」です。

〒940-8572 長岡市東高見１丁目３番地５

ＵＲＬ http://www.arisawa.co.jp/

電話 0258-24-4111 ＵＲＬ http://www.alps.co.jp/

美しい部品を究めます。
会社紹介

会社紹介

ガラス繊維織物の製造販売（ＦＲＰ 用ガラスクロス、プリント
基板用ガラスクロス、電気絶縁用ガラスクロス・ガラステープ・
ガラスコード・ガラススリーブ、建材用ガラスクロスなど。
特に極薄ガラスクロスを得意としており、ＩＣ 集積回路用の必
須材料として高く評価されています。

取扱品名

取扱品名
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アルプス電気は、約 40,000 種類の電子部品を世界中の約 2,000
社とお取引きしている電子部品メーカーです。企業理念であ
る「アルプスは人と地球に喜ばれる新たな価値を創造します。
」
はアルプス電気の普遍的な思想であり、経営の根幹をなすべ
きものです。
常に人に喜びをもたらし、地球と共生していくために、電子
部品メーカーの原点である「ものづくり」にこだわり、お客
様の期待に応える提案を積極的に行っていきます。
センサ、オートフォーカスアクチュエータ、非球面レンズ、
パワーインダクター

株式会社
アルプスビジネスクリエーション
新潟支店

株式会社 ＷＥＬＣＯＮ

〒940-0004 長岡市高見町５４９番地１
電話 0258-24-2650

〒956-0113 新潟市秋葉区矢代田１５番地１

電話 0250-38-1900 ＵＲＬ http://www.welcon.co.jp/jp/

ＵＲＬ http://www.alpsbc.co.jp/

取扱品名

取扱品名

①総合建設業 建築一式・管・電気・土木工事、空調衛生工事、ク
リーンルーム設備工事、電気設備工事、生産ＵＴＹ設備工事、メンテ
ナンス保守管理等 ②人材派遣、人材紹介、就職支援、教育研修事
業など ③福祉用具レンタル・販売事業、介護福祉施設の運営

会社紹介

会社紹介

今までの事業本部体制から、地域カンパニー制に組織体制を変更し、
より地域に根差したサービス会社となるべく、新年度をスタートし
ました。事業領域も企業向けサービスと個人向けサービスの両輪で、
地域と共に前進する企業を目指しております。
＜企業向けサービス＞
人材派遣・紹介から、各種設備工事・建物建設まで幅広いサービス
を提供いたします。
＜個人向けサービス＞
就職支援から福祉用具のレンタル・福祉リフォーム工事等、個人の
ライフステージに合ったサービスを提供いたします。

エヌエスエレクトロニクス
株式会社

〒940-0045 長岡市金房３丁目３番２号

ＵＲＬ http://www.nseinet.co.jp/

電話 0258-37-1320 ＵＲＬ http://nscs.jp/

～私たちはものづくりを支える
システム開発を行っている会社です～

電子回路基板の製造および製造設備の設計開発

取扱品名

取扱品名

四輪・二輪用スピードメータの電子回路組立、二輪用スピードメー
タの外装組立、民生機器のプリント基板・外装組立、各種コードの
加工・組み立て、車載用燃料計センサーユニット組み立て

会社紹介

会社紹介

日本精機グループの一翼を担う会社として、自動車やオート
バイの電子計器類、コピー機、ファクシミリ、空調機器の制
御回路など、電子回路基板の製造を行うメーカーです。製造
設備の設計開発から一貫した生産体制を築き、高精度・高品
質の製品を実現しています。当社の三事業である「基板事業」
「セ
ンサー事業」
「ハーネス事業」を有機的に結び付けて、高度化・
多様化するニーズに応えています。

四輪・二輪用計器(メータ)製造で世界的シェアを持つ日本
精機㈱の電算部門を出自としたグループ会社です。ものづく
りの現場にて一貫して事業展開を行い、その中で培った様々
な経験・ノウハウを強みに、ソリューション事業(システム
開発)、エンベデッド事業(組み込み技術)、IDC事業の３
つの事業の融合でお客様のニーズにお応えし、確かな満足を
得られる情報サービスを提供しております。
組み込みソリューション、設計ソリューション、製造ソリュー
ション、公共ソリューション、情報センター など

株式会社
エム・エスオフィス

エヌテー電子株式会社
〒949-7413 魚沼市堀之内１０８番地２
電話 025-794-4370

・拡散接合技術
・熱制御部品（熱交換器、ヒートシンク等）の設計、製作

株式会社
ＮＳ・コンピュータサービス

〒940-0021 長岡市城岡３丁目２番２０号
電話 0258-24-7011

・拡散接合技術を基盤とし、既存の機械加工では不可能な高
機能3D中空構造部品の提供。
・自社製接合装置や基礎研究、材料技術、構造設計を駆使し
企画から量産まで対応。
・燃料電池車(FCV)、水素ステーション向マイクロチャンネ
ル熱交換器‛WEL-Cool H2A’ 発売中

〒940-0065 長岡市坂之上町２丁目５番１号

ＵＲＬ

電話 0258-30-1230 ＵＲＬ http://www.ms-office.co.jp/

仕組みづくりと人材育成の総合支援企業
会社紹介

会社紹介

特注計測器等の設計・製作・販売・基板マウント チップ～
ディスクリートの組配・特注省力化設備等の設計・製作・販
売。画面処理装置、オートフォーカス装置、Ｌメーター、電源、
デジタルカウンタ、位相計等の計測器類の設計・製作など。

取扱品名

取扱品名
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当社は、長岡市で1992年より操業しております。組織の存
続・発展を支える両輪は〝仕組み（マネジメントシステ
ム）〟と〝人の育成〟であると考えています。企業が求める
〝仕組みづくり〟と〝人づくり〟を蓄積したノウハウでご支
援させていただきます。また、人材育成事業のより一層の強
化を図るために、2015年10月に「ＭＳアカデミー株式会社」を
設立し「〝個〟の力を伸ばす」ための支援をさせていただき
ます。
人材育成・社員教育
各種マネジメントシステム（ISO9001/ISO14001/ISO27001
他）の構築支援及び診断

沖プリンテッドサーキット
株式会社

株式会社 大菱計器製作所
〒940-1164 長岡市南陽１丁目１２１６番地１
電話 0258-22-1100

〒942-0032 上越市福田町１番地

電話 025-544-5300 ＵＲＬ http://www.oki-printed.co.jp/

ＵＲＬ http://www.obishi.co.jp/

精密測定機器の製造販売（寸法、幾何精度の測定器類）
。匠の
技のウルトラハンドテクノロジーで信頼と測定でモノづくり
に貢献。総合精密測定機器のパイオニアとして、顧客の多様
化に対応し、省力化と高精度の自動精密計測機器の設計から
製作・販売までの一貫体制。

株式会社 海外テクノロジ―
新潟事業所

株式会社 機

〒954-0076 見附市新幸町７番２５号
電話 0258-66-3355

電子部品を搭載する多種多様なプリント配線板の開発設計か
ら製造・販売にいたる「トータルボードソリューション」を
提供する会社です。
通信機、サーバー、ＦＡ機器、半導体検査機、医療機器など
の用途向けに高密度・高多層プリント配線板を製造していま
す。

取扱品名

取扱品名

自動計測装置、専用計測装置、超精密基準器、水準器、定盤、真直
度測定器、直定規、直角定規、直角定盤、直角度検査器、V ブロッ
ク、平行ブロック、ダイヤルゲージスタンド、角度測定器、ケガキ
器、偏心検査器等

会社紹介

会社紹介

最適な精密測定ソリューションをご提案します。

電

〒940-1104 長岡市摂田屋町２７０７番地１

ＵＲＬ http://www.kaiteku.jp/

電話 0258-22-3529 ＵＲＬ http://www.kiden.jp/

工作機械のＮＣ制御、産業機械のシステム制御
会社紹介

会社紹介

地域防災無線、半導体製造装置、電子通信機器、防衛機器等に
必要とされる精密板金、装置フレーム及び精密機構部品を製造・
販売。システム制御の制御盤、電装工事なども行っています。
2016 年より板金機構設計を、2 Ｄ・3 Ｄキャドを駆使して出来
るようにしました。

取扱品名

取扱品名

株式会社 グローウィル

工作機械及び産業機械の制御装置設計製作
機械制御に関わるパソコンソフトの開発
高周波焼入れ装置

株式会社 コ ロ ナ

〒949-1337 糸魚川市大字桂１４番地１
電話 025-566-3776

会社創業以来工作機械の ＮＣ 制御、産業機械のシステム制御の
みを手がけてきました。制御回路の設計をはじめ、製作、機
械配線、試運転調整、と一貫して行えるのが当社の特長かと
思います。ＮＣ 制御も工作機械のみならず、産業機械にも応用
して各種作業工具研削盤の ＮＣ 化も行って来てセットメーカー、
エンドユーザーから絶大なる信頼を得ています。

〒955-8510 三条市東新保７番７号

ＵＲＬ http://www.growwill.co.jp/

電話 0256-32-2111 ＵＲＬ http://www.corona.co.jp/

取扱品名

取扱品名

トランス、コイル、電源（標準・カスタム）、AC アダプタ
省エネトランス、リアクトル、電流センサ、その他電子部品

会社紹介

会社紹介

平成27年4月1日に興和電子工業㈱から社名変更。トランス・
コイル等の電子部品の製造及び販売。特に、トランスの自動
化生産率No1。
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住宅設備機器総合メーカー
石油ストーブをはじめとする石油燃焼機器のパイオニアとし
て数々の新製品を開発し、現在では空調・家電機器、ヒート
ポンプ式給湯機「エコキュート」や地中熱ヒートポンプシス
テム及び美容・健康機器などの住宅設備機器総合メーカーと
して成長しています。
エコキュート、石油給湯機などの住宅設備機器 石油ファン
ヒーター、電気ストーブなどの暖房機器 エアコン、除湿機な
どの空調・家電機器 ナノリフレなどの美容健康機器

株式会社
サークサイバネーション

サーモ技研株式会社

〒940-0833 長岡市笹崎３丁目３番地２８
電話 0258-35-7138

〒959-0217 燕市吉田曙町１１番２５号

ＵＲＬ http://www.saac.co.jp/

電話 0256-92-5004 ＵＲＬ

会社紹介

会社紹介

工作機械、各種自動機制御盤等各種ＦＡ関連制御並びに製作・
施工、電気設備設計に伴う機体配線、リプレイス設計、製作
その他

工場等の排熱利用可能なスターリング発電機の開発・設計。

取扱品名

取扱品名

栄通信工業株式会社
見附工場
〒954-0051 見附市本所２丁目２番８号
電話 0258-62-2228

〒954-0111 見附市今町８丁目５番１号

電話 0258-66-7541 ＵＲＬ http://www.sankosha-net.co.jp/

ＵＲＬ http://sakae-tsushin.co.jp/

精密ポテンショメータ（可変抵抗器）等の産業用特殊部品の
開発・製造。創業７０年、誠実・高品質をモットーに４０カ国以
上へ製品を提供。研究開発型企業として、品質保証、開発技
術を通し、お客様のニーズに応えた新しい提案を常に追求し
ていきます。

取扱品名

取扱品名

精密ポテンショメータ ( 可変抵抗器 )、ジョイスティックコン
トローラ、マルチダイアル、フットコントローラ 等々

会社紹介

会社紹介

国産初の精密ポテンショメータの専門メーカ

三陽工業株式会社

㈱東芝／パナソニック㈱／㈱ルネサスエレクトロニクス／日
本ケミコン㈱／ ローム㈱／ＫＯＡ㈱／㈱村田製作所／ＩＤＥ
Ｃ㈱／東芝産業機器システム㈱／東洋技研㈱／キヤノンアネ
ルバ㈱／コーセル㈱／春日電機㈱

ＪＣＣソフト株式会社

〒947-8504 小千谷市平沢２丁目３番２０号
電話 0258-83-2550

創業以来、FA関連機器・制御機器・半導体・電子部品等
のエレクトロニクスの専門商社として歩んできました。
今後も社会環境の変化に素早く対応し、最新の情報と優れた
電子技術を提供できる創造商社として進化を続けます。

〒942-0013 上越市黒井２５９８番地３０

ＵＲＬ http://www.sanyo-ind.co.jp/

電話 025-544-6400 ＵＲＬ http://www.jccinc.co.jp/

コンピュータソフトウェア

通信、コンピュータ、産業関連機器用電線及びその加工品を
お客様の設計段階からご相談に与り、高品質な製造、迅速な
納品を図っています。カール巻き、プラグ付け、成形など多
彩な技術を集積しお客様のニーズに対応。高付加価値品に特
色を発揮します。

取扱品名

取扱品名

ＬＡＮケーブル、電話線、住宅用宅内配線類、電子機器組立、
ロボットケーブル、船舶内通信配線、自動車ハーネス、産業
機器内通信配線

会社紹介

会社紹介

３つの太陽に思いをこめて Ｓ：スピード Ｙ：躍進 Ｋ：環境
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設計・製造

設立39年、システムエンジニア平均年齢34歳のチャレンジ精
神旺盛なコンピュータソフトウェア開発の会社です。
得意な開発分野は建設業、製造業、物流業、流通業、ＯＳＳ系
など。業務アプリケーションソフトの受託開発（業務分析・
設計～保守・運用）、中小企業向けの業務改善・システム改
善のコンサルティング等を行っています。
建設系各種ソフトウェア、生産管理システム、物流管理シス
テム、ＰＯＳレジシステムなど

株式会社ＪＶＣケンウッド
長岡

ＪＰＣ株式会社
〒940-2135 長岡市深沢町２０８５番地１６
電話 0258-46-8600

〒940-0006 長岡市東高見１丁目２番地１

電話 0258-24-6611 ＵＲＬ https://nagaoka.jvckenwood.com/

ＵＲＬ http://www.jpc.co.jp/

会社紹介

会社紹介

各種産業機械の設計・精密部品加工・装置組立・検査・据付
の自社一貫生産が可能な精密部品を得意としており量産もの
から単品ものをフレキシブルの対応地元密着企業として短納
期、高信頼性、低コスト。情報システム開発及び技術者派
遣。日建学院及びマイクロソフト試験校。

医用画像表示用ディスプレイモニターを中心とした電子機器
の設計・製造及びアフターサービス、ＥＭＳ事業など。

取扱品名

取扱品名

株式会社ジェスクホリウチ
長岡支店

株式会社 七里商店

〒940-1153 長岡市要町１丁目７番２１号
電話 0258-35-3627

〒940-0029 長岡市東蔵王２丁目５番１６号

ＵＲＬ http://www.jesk.co.jp/

電話 0258-24-7777 ＵＲＬ http://www.shichiri.co.jp/

機器販売から施工までを提供する専門商社
～皆様のお役に立つ企業で在り続ける～

三世紀を生き抜く青春企業

取扱品名

取扱品名

産業用機器関連、受配電機器関連、電源機器関連、電子デバ
イス関連、計装・計測機器関連、情報機器関連、プラント・
設備機器関連など。

会社紹介

会社紹介

当社は大正15年に、富士電機株式会社の代理店として創業致
しました。現在は富士通、オムロン、フジテック等30社を超
えるメーカー代理店として産業用機器販売及び、各種システ
ム開発から工事・施工までのトータルソリューションを提供
する専門商社として活動しております。
地域密着をモットーに、お客様により近い所で一番お役に立
つ企業として更なる努力を傾注する所存でございます。

新光エンジニアリング
株式会社

機械・機具・機材・工具など生産現場で必要な生産財

株式会社 総合車両製作所
新津事業所

〒942-0231 上越市大字下吉野１７０６番地１２
電話 025-539-1231

明治30年、東山油田など石油産業が動き始めた長岡で創業以
来、機械・機具・器材･工具など生産現場で必要な生産財を供
給しております。現在は新潟県内外の製造業様の応援をさせ
て頂いております、業界で成長を続けてきた企業様、また世
界を視野に、技術・製品を開発し成長を遂げるベンチャー企
業様、このような地元企業様の発展、成長を支援させて頂く
のが、我々地元商社の役割だと信じ、精進して行きます。

〒956-0032 新潟市秋葉区南町１９番３３号

ＵＲＬ http://www.shinko-eng.co.jp/

会社紹介

会社紹介

情報通信技術関連の装置やシステムで常に独自の製品を作
り、メカトロ機器および搬送装置におけるモーター駆動技
術、検査/計測装置における画像処理技術、レーザー技術の応
用製品、さらにそれら単体装置をＦＡシステムとして統合した
ＣＩＭに独自性を発揮してまいりました。

電話 0250-23-4900 ＵＲＬ http://www.j-trec.co.jp/

2012年に発足したＪＲ東日本グループの鉄道車両メーカー。
「鉄道車両およびその部品」
「鉄道用品（分岐器等）」
「コンテ
ナおよびその部品」の製造、修理および販売

取扱品名

取扱品名
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株式会社 創風システム

株式会社 第一測範製作所

〒945-0816 柏崎市田中２０番２２号
電話 0257-22-5777

〒947-0044 小千谷市大字坪野８２６番地２

ＵＲＬ http://www.sofu.co.jp/

電話 0258-84-3911 ＵＲＬ http://www.issoku.jp/

ゲ－ジづくり 73年のトップメ－カ
会社紹介

会社紹介

ソフトウェア受託開発、パッケージソフトの開発・販売、情報・
通信システムの設計・開発、インターネット・サービスプロ
バイダー、システムサポート、パソコン・通信機器及び関連
機器の販売。

取扱品名

取扱品名

ダイニチ工業株式会社

〒950-1324 新潟市西蒲区高野宮３２８３番地１

ＵＲＬ http://www.dainichi-net.co.jp/

電話 025-375-4945 ＵＲＬ http://www.tsubamex.co.jp/

新潟から全国へ！確かな品質のものづくり。

取扱品名

取扱品名

石油ファンヒーター、業務用石油ストーブ、加湿器、発煙用
機器、その他部品（サービスパーツ）、コーヒーメーカー 他

会社紹介

会社紹介

1971年に業界で初めて業務用気化式石油ストーブ「ブルー
ヒーター」発売して以来、40年以上にわたり石油燃焼技術を
追求しています。
新潟の工場で製品の設計から組立、検査にいたるまで、徹底
した品質管理で製造を行っております。2003年3月には、東
京証券取引所一部指定銘柄となりました。

ＴＤＫラムダ株式会社
長岡テクニカルセンター

３次元設計システムで金型の未来を切り拓く
基本ソフト「ＣＡＴＩＡ」を大規模カスタマイズした高度な３次
元設計システムによる金型設計、製造を行っています。
また、県内初となる２０００ｔメガプレス、最新の５面加工機を
導入し、自動車アウター部品の金型製造を開始しました。

自動車、建築資材、家電製品等のプレス加工、モールド金型
の製造および金属部品のプレス加工、プラスチック成型品の
製造

株式会社 テクノリンク

〒940-1195 長岡市摂田屋町２７０４番地１
電話 0258-22-1234

ねじゲ－ジ、空気マイクロメ－タ、小径内径測定器、各種治
具類、自動測定機、ボ－ルねじ、縦型・横型測長機

株式会社 ツバメックス

〒950-1295 新潟市南区北田中７８０番地６
電話 025-362-1101

73年間培ってきたラッピング加工技術で標準品から特注品ま
で設計製作を行っています。
ねじ部品やタップ穴の合否判定を行うゲ－ジの他、医療機器
用ゲ－ジ、空気マイクロメ－タや小径内径測定器などの各種
計測機器、高度な制御やデータ処理を融合した自動測定機、
各種精密ボールねじで、お客様のニ－ズにお応えします。
2014年よりトリモス日本総代理店として縦型・横型測長機の
ご提案及び校正・修理を行っています。

〒956-0804 新潟市秋葉区荻島２丁目３０番１５号

ＵＲＬ http://www.tdk-lambda.co.jp/

電話 0250-21-6251 ＵＲＬ http://www.techno-link.co.jp/

産業機器向け電源のリーディングカンパニー

低周波治療器の国内シェア第３位
会社紹介

会社紹介

ＴＤＫグループの優れた素材、要素技術を活かした最先端のス
イッチング電源が主力製品。産業機器や社会インフラを中心
に幅広いラインアップと高い品質・信頼性で電子社会の基盤
を支えています。
また、日本・中国・アジア・ヨーロッパ・アメリカの世界５
極にて、開発から製造・販売・保守までフルファンクション
体制でグローバルにソリューションを提供中です。

取扱品名

取扱品名

スイッチング電源とノイズフィルタ、その周辺機器
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国際特許を取得した生体刺激装置が搭載された理学療法機器
は、企画立案から設計開発、製造、販売、サービスを自社で
行い、その活動は医療現場で認められ国内シェア第3位とな
りました。培った技術は、身体をサポートする運動補助器具
や放射線を簡単に測定する線量計などに転用し市場展開を
図っています。
低周波治療器、超音波治療器、家庭用低周波治療器、家庭用電位治
療器、運動補助機械器具、CISPR等の規格に応じた電界強度測定
サービス、電源ポート伝導妨害測定サービスなど。

東芝ホームテクノ株式会社

株式会社 トクサイ

〒959-1393 加茂市大字後須田２５７０番地１
電話 0256-53-2511

〒940-1164 長岡市南陽１丁目１０２７番地６

ＵＲＬ http://www.toshiba.co.jp/tht/

電話 0258-22-2171 ＵＲＬ http://www.tokusai.co.jp/

誇りと誠意を持って社会の発展に貢献します。

取扱品名

取扱品名

家電製品(炊飯器、オーブンレンジ、ＩＨ調理器、他）
環境関連製品(家庭用燃料電池、家庭用蓄電システム)
各種冷却モジュール、各種ファン、真空断熱パネル 他

会社紹介

会社紹介

当社では、炊飯器・オーブンレンジをはじめとする家電製
品、および家庭用燃料電池、蓄電システム等の環境関連住宅
設備、さらには家電製品をはじめ様々な製品に搭載される
ファンモーターや各種機構部品・制御部品など、多種多様な
製品・部品を開発・製造しております。そして、それらの設
計・評価技術や生産技術、ノウハウを保有・蓄積することに
より、多彩な家電製品を高品質で生産でき、また部品事業に
おいても高い対応力を持っています。

轟産業株式会社 新潟支店

用途例：電球フィラメント、電極用、ヒーター用、TIG溶接電
極棒、プローブピン、医療用(内視鏡・カテーテル)、除電ブ
ラシ他

ナミックス株式会社

〒950-0087 新潟市中央区東大通１丁目９番５号
電話 025-241-6241

特殊金属細線の伸線､めっき､表面処理､圧延、ピン・棒を製
造｡(φ1.0M～0.005M）金・銀・銅・ニッケル等のめっき製
品。
Ｗ･Ｍo･Ｔa･Ｔi･Ｃu系合金･Ｎi系合金等各種特殊金属細
線・リボンを取り扱う。

〒950-3131 新潟市北区濁川３９９３番地

ＵＲＬ http://www.todorokisangyo.co.jp

電話 025-258-5577 ＵＲＬ http://www.namics.co.jp/

工業技術専門商社として社会に貢献します
会社紹介

会社紹介

当社は社業を通じて『人づくり』を第一として、社会に貢献
することを標榜しております。取扱商品は仕入先8,000社・
100万種類以上を取り扱います。
全国43ヶ所と海外2ヵ所の拠点を有し、国内屈指のネット
ワークと規模を持ち、製造工場から大学官庁・各種研究機関
を顧客として、機器装置・計測器から試験・分析機器の納入
～各種工事まで行います。

取扱品名

取扱品名

●販売部門:工業計測器・産業機械・環境機器・水処理薬品
●技術製造部門:研究開発センター
●工事部門：各種管・電気工事・プラント工事

ニイガタ機電株式会社

新潟通信機株式会社

〒950-3102 新潟市北区島見町３２６８番地１８
電話 025-255-3930

電子部品用導電及び絶縁材料の研究・開発・製造・販売。昭
和22年北陸塗料㈱として設立（一般塗料の製造・販売）。昭
和30年代初頭より電子部品用絶縁材料の開発に着手。昭和55
年に電子部品用材料100％に特化。平成8年に創業50年を機に
ナミックス㈱に社名変更し現在に至る。

〒950-8580 新潟市中央区上所中３丁目１４番８号

ＵＲＬ http://www.niigata-kiden.co.jp/

取扱品名

取扱品名

●医療機器の設計、製作 ●自動化システムの設計、製作 ●
工作機械のレトロフィット ●制御システムの設計、製作 ●電
子制御装置・基板の設計、製作 ●プログラム開発受託

「ＩＴ・情報通信と車」無線通信システム専門企業

会社紹介

会社紹介

顧客第一主義に徹し、多品種・高品質の製品を、短納期・低
価格で提供し、従業員の幸せを含めて社会に貢献します。医
療用具､産業用プリント基板､各種基板の設計及びプログラム
開発､原動機用制御盤、船舶制御装置､工作機械用制御盤､工作
機械用ＮＣ交換、各種自動化装置。

電話 025-282-1800 ＵＲＬ http://www.niigata-t.co.jp/

― 24 ―

ＧＰＳ－ＡＶＭシステム等の無線通信システム、自動車教習所のシ
ミュレータ等の交通安全機器、他自社ブランド製品の開発・
製造・販売・アフターサービスまで一貫して行い、ユーザー
ニーズに即した製品づくりをモットーにしています。
①無線通信関連：ＧＰＳ利用のタクシー配車システム「国内
シェア80％」 ②自動車教習所関連：模擬運転装置「国内
シェア40％」 ③消防通信指令システム・ゴルフカートＧＰＳ
システム等

日豊電資株式会社

日本精機株式会社

〒940-0861 長岡市川崎町１９３４番地４
電話 0258-36-3800

〒940-8580 長岡市東蔵王２丁目２番３４号

ＵＲＬ http://www.nippo-denshi.co.jp/

電話 0258-24-3311 ＵＲＬ http://www.nippon-seiki.co.jp/

◆安全・安心を届ける世界№ 1 表示ディスプレイの開発・製
造グループを目指す
会社紹介

会社紹介

自動車計器用、産業用、民生用プリント基板の製造、精密金
型治具の設計・製作・プラスチック成型、樹脂の切削加工・
包装資材の販売。

取扱品名

取扱品名

日本海計測特機株式会社
新潟支店

二輪車用計器、四輪車用計器、農機・建機・船舶用計器、ヘッド
アップディスプレイ、センサー、ＯＡ・情報機器操作パネル、空
調・住設機器コントローラー、液晶表示素子・モジュール、有機Ｅ
Ｌ表示素子・モジュール・照明等

ネギシ電機株式会社

〒950-2031 新潟市西区流通センター１丁目３番地１
電話 025-260-3111

幅広いラインナップの車載用計器事業において、開発から製
造/販売までを世界主要市場でカバーする各拠点（12ヵ国/36
社）にて展開。主要製品である二輪車/四輪車用計器及びヘッ
ドアップディスプレイ（ＨＵＤ）は、いずれも世界トップクラ
スのシェアを占め顧客から評価を得ている。また、将来を見
据え自動運転に対応した次世代コックピットシステムの提案
と技術開発を進めている。

〒950-1234 新潟市南区根岸１４９５番地

ＵＲＬ http://www.nihonkaikeisoku.co.jp/

電話 025-362-5447 FAX 025-362-5443

情通通信ネットワーク “ コネクタ ” がつなぐ
会社紹介

会社紹介

電子電機、精密機器、光学電子等の計測測定器の販売・これ
らのシステム化計測装置のハード、ソフトの開発販売、卸を
業務としています。

取扱品名

取扱品名

株式会社 日立産機システム
中条事業所

・コネクタ
・通信コネクタケース
・通信コンピュータ用コネクタ

株式会社 日立産機
中条エンジニアリング

〒959-2688 胎内市富岡４６番地１
電話 0254-46-3111

昭和４６年設立から、産業用および民生用電子機器に使用され
るコネクタのプラスチック成形金型の設計から成形組立まで
の一貫生産をおこなっています。特に、情報ネットワークの
「つなぐ」キーパーツである通信機器用コネクタ製品、熱硬
化性コンプレッション成形、可塑性インジェクション成形、
それらの加工および組立を行っており、時代が要求する小型
部品を得意としてます。

〒959-2608 胎内市富岡４６番地１

ＵＲＬ http://www.hitachi-ies.co.jp/

会社紹介

会社紹介

地球温暖化防止に対応した超低損失＝省エネを実現し、省エ
ネ大賞を受賞したアモルファス変圧器をはじめ、〝クリーン
エア装置〟など省エネ・環境を配慮した製品づくりを中心に
国内外に誇れる産業機器の開発・設計・製造に取り組んでい
ます。

電話 0254-46-5561 ＵＲＬ http://www.hitachi-ies-ne.co.jp/

取扱品名

取扱品名
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省力自動機・制御盤の設計・製作。電気、機械、クリーンエ
ア装置のコンサル・工事・保守管理。環境整備（環境コンサ
ル、浄化槽、緑化、清掃）。産業廃棄物の収集・運搬・中間
処理。および日立産業機器の製造、販売支援。

ヒムエレクトロ株式会社

株式会社 藤田製作所

〒947-0044 小千谷市大字坪野８５３番地
電話 0258-81-2381

〒959-1333 加茂市八幡２丁目３番５１号

ＵＲＬ http://www.himuelectro.jp/

電話 0256-52-2141 ＵＲＬ http://www.fu-ji-ta.co.jp/

金属板加工から表面処理までの一貫生産体制
会社紹介

会社紹介

間欠イオンエア洗浄システム（洗浄ユニット/パルスエアブ
ローガン/除電ユニット：ノズルタイプ・バータイプ・ファン
タイプ等）の設計・製造・販売。各種専用機の受注生産。各
種コイル巻線加工等。

・金属プﾚｽ･板金加工～表面処理まで一貫生産体制で創業
58年の歴史と加工技術･ﾉｳﾊｳがあります。
・プﾚｽ･板金加工の複合によるｲﾆｼｬﾙｺｽﾄ削減提案
と実績があります。
・パﾝﾁ･ﾚｰザｰ複合機を新導入してｺｽﾄ削減、品質改
善、短納期対応に挑戦しています。1個から量産までうけ
たまわります。

取扱品名

取扱品名

オートバイ・自動車関連部品、ＯＡ機器関連部品、産業機器
関連部品、水処理装置関連部品 等

株式会社 フロンテア

北一電気株式会社

〒940-1104 長岡市摂田屋町２６１３番地１
電話 0258-22-2822

〒959-3427 村上市松沢４０番地８

ＵＲＬ http://www.frontea.co.jp/

電話 0254-60-1222 ＵＲＬ http://hokuichi-e.com/hp/

車載関連製品
会社紹介

会社紹介

ＦＡシステムおよび関連機器、プリント基板実装自動機器、
自動搬送システム､自動ハンダ付け装置および周辺機器の提案
および販売とアフターフォロー。ハンダ材料および溶剤、レ
ジストインクの販売。

取扱品名

取扱品名

電子部品実装設備、ハンダ付け関連装置、ハンダ材料溶剤他
工場内設備、省力機器、省エネ機器

株式会社 北越電研

取引先の９割以上を大手上場企業が占め、創業以来、確実に
業績を伸ばし続け安定した成長を遂げてきています。主力商
品は自動車のメーター基板と電装系のワイヤーハーネス（電
線）です。それらの製品は三菱様、ホンダ様、スズキ様と
いった大手自動車メーカーの車に搭載されており、２０１４年度
は弊社で国内シェアの１１％を頂きました。
車載用及び民生用ワイヤーハーネス及び表面実装基板アッセ
ンブリーの製造

北陽精工株式会社

〒940-1163 長岡市平島１丁目１３７番地
電話 0258-23-1881

国内シェア １１％（ ‘１４ 年度）

〒940-2127 長岡市新産３丁目１番地５

電話 0258-42-8111 ＵＲＬ http://www.hokuyo-seiko.co.jp/

ＵＲＬ http://www.hdnet.co.jp/

取扱品名

取扱品名

・電子装置、電子制御装置の開発生産受託 ・制御ソフトの開
発受託 ・繊維機械設備関連制御装置の開発生産販売 ・各種機
械向け制御盤、操作盤の設計生産受託 ・機体配線 ・試運転

会社紹介

会社紹介

大型制御盤から特殊電子装置生産と機体配線・試運転まで、
制御技術の総合力が自慢です。中国事業20年以上という実績
もその総合力に加わりました。お客様の仕様通りに制作する
のはもちろんのこと、お客様のご要望をお聞きし、それに対
してアドバイスもいたします。お客様がお持ちのアイデアだ
けでも、実現するために一緒に考えることができます。
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精密金型・精密金型部品・特殊切削工具を主力とした精密金
属加工や、超硬合金・セラミックス等の特殊材質加工を行っ
ており、工場内は一年中20℃の恒温環境により温度変化によ
る影響を抑えての精度維持と短納期でお客様から高い評価を
受けています。

株式会社 ポラテクノ

株式会社 丸

〒944-0101 上越市板倉区稲増字下川原１９２番地６
電話 0255-78-4700

互

〒942-0061 上越市春日新田４丁目１番１号

ＵＲＬ http://www.polatechno.co.jp

電話 025-543-1105 ＵＲＬ http://www.marugo.com/

地球環境を守り、地域発展を目指す複合企業

液晶ディスプレイ、液晶プロジェクター、タッチパネル、偏
光サングラス、Ｘ線分析装置などに使用されている偏光フィ
ルムをはじめとした光をコントロールする部材の開発・製造
においてグローバルな展開を行っています。

会社紹介

会社紹介

光コントロール技術を上越から世界の人々へ

取扱品名

取扱品名

偏光フィルム、位相差フィルム、その他精密加工品

山勝電子工業株式会社
長岡情報センター

〒946-0051 魚沼市今泉463番地

ＵＲＬ http://www.yamakatsu.co.jp/

取扱品名

取扱品名

応用電子機器設計・開発・製作・ＥＭＳサービス、高密度プリ
ント基板設計・製作、ＬＥＤ直管型照明。

電話 025-799-3555 ＵＲＬ http://www.yamada-s.jp/

会社紹介

会社紹介

豊富なプリント配線板設計実績をもとに、多分野に渡る電子
機器のハード開発～ソフト開発～ＬＳＩ設計～シミュレーション
～実装～組み立てなど、開発～製造、調整まで一貫した技術
をベースにトータル的なサービスを提供している会社です。

株式会社 菱 電 社

山田精工は未来を創造します
プラスチック射出成形による精密部品製造および射出成形用
精密金型の設計・製造
医療機器（プラスチック製マイクロニードル）の開発・製造
当社は、精密・小物成形に特化した会社です。

小物プラスチック電子部品・プラスチック製注射針等

株式会社 ルミナスジャパン

〒950-2023 新潟市西区小新３６９９番地１
電話 025-264-1600

圧延ロール、遠心鋳造管、特殊鋳鍛工品を特殊旋盤・ターニ
ングなどにより切削加工。エンプラ機構部品の金型設計から
射出成形・組み立てまで一貫受注。

山田精工 株式会社

〒940-1164 長岡市南陽１丁目１２２７番地２
電話 0258-22-2141

昭和28年の創業で、建築・土木資材販売事業・鉄鋼事業・樹
脂成形事業・IT事業・木材事業等、計５事業を柱とした複合
企業で、全国展開しています。情報技術部署は、ソフトウエ
アの開発・ＯＡ機器の販売・各市町村の管工事組合を顧客とす
る申請図書作成を主力としています。ＧＩＳ（地理情報システ
ム）関連への提案・構築、ＧＩＳで使用する地図データの入力な
ども取り扱っております。

〒959-3134 村上市羽ケ榎６８

ＵＲＬ http://www.ryodensya.co.jp/
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取扱品名

取扱品名

三菱電機㈱、横河電機㈱、ＩＤＥＣ㈱、オムロン㈱、コグネック
ス㈱等のメーカ製品、および各種システム等

会社紹介

会社紹介

産業用電機製品、計測・制御関連や通信関連、ビル設備製品
などの豊富な製品ラインアップにより、最適な製品・技術を
ご提案し、提供している技術商社です。併せ、
ＦＡ システム(自動・省力・画像処理他)、省
エネ、セキュリティ等のさまざまな課題に対
応したシステム設計、施工など高品質な技術
・サービスを提供しています。
ISO9001、14001、27001 認証取得
＜拠点＞
長岡支店、上越営業所、三条営業所

電話 0254-62-2332 ＵＲＬ http://www.luminous.co.jp/

①自動車用室内灯・ガス置換型小型電球他の製造
②自動機器の設計・製作
③各種ガラス加工品の製造

株式会社 渡部製作所

和同情報システム株式会社

〒959-3132 村上市坂町２９５４番地
電話 0254-62-3855

〒940-2127 長岡市新産２丁目７番地５

ＵＲＬ

電話 0258-46-9511 ＵＲＬ http://www.wadou.co.jp/

「良い結果が出るまでお手伝いします」
会社紹介

会社紹介

①プレス金型設計製造 ②プレス加工 ③漏電ブレーカー組立
ブレーカー器具・トランス部品・車載リレー用部品・銀行端
末機部品・圧力計器部品・電気測定器部品等の金型及びプレ
ス部品の製造販売。

取扱品名

取扱品名

株式会社 大塚商会
CAD部門

賛助会員

・自社製セミオーダー基幹システムの開発、販売と保守対応
・メーカー製基幹システムの提案・導入支援と保守対応
・OA機器・IT機器の販売、サポートや、レイアウト変更などのオ
フィス最適化支援

株式会社 位下印刷

〒102-8573 東京都千代田区飯田橋２－１８－４
電話 03-3514-7823

弊社は、パソコンやプリンタなどのIT機器と、情報システム
を販売しています。法人向けキヤノン製品の販売店として県
内ナンバーワンの実績を持っています。
お客様の課題を一元的に解決するため、上記のようなIT製品
のみならず、オフィスチェアなどのファニチャーや、文具な
どもご提案しています。お客様と共に成長し、喜びを共有す
るため日々「良い結果が出るまで」お手伝いをしています。

賛助会員

〒947-0054 小千谷市若葉３丁目１３７番地

ＵＲＬ https://www.otsuka-shokai.co.jp/

電話 0258-83-2002 ＵＲＬ http://www.ige.co.jp/

常にお客様の目線で「IT でオフィスを元気にする」を実践

長岡商工会議所

取扱品名

取扱品名

•システムインテグレーション事業／コンピューター、複合機、通
信機器、ソフトウェアの販売および受託ソフトの開発など
•サービス&サポート事業／サプライ供給、保守、教育支援など

会社紹介

会社紹介

全国にある製造業のお客様を中心に、ITによってもたらされ
る新しい事業機会や経営改善の手段をCAD/CAM/CAEを中
心としたソリューションで提供し、企業活動全般にわたっ
てサポートします。また、弊社が運営しているWEBサイト
「CADJapan.com」では、CAD/CAM/CAEの活用方法か
ら、業界動向、導入事例までお客様にご満足いただける最新
情報を提供しております。

クライアントの皆様の良きパートナーとして、新鮮なアイデ
アを盛り込んだ印刷物を創造 していきます。企画からデザイ
ン・印刷・製本まで迅速対応。新潟県電子機械工業会「機関
誌：ＮＥＩＡ」の編集・印刷・製本も担当しています。

印刷関係全般およびＡＲ広告(Augmented Reality）拡張現実感
は、ステッカー・名刺・パンフレット・チラシなどにＡＲマーカー
として画像を登録し無料アプリで読み込むと表示される広告方法。

一般社団法人
新潟県経営者協会

賛助会員

〒940-0065 長岡市坂之上町２丁目１番１号
電話 0258-32-4500

クライアント皆様に、印刷で応える良きパートナー

賛助会員

〒951-8133 新潟市中央区川岸町１丁目４７番地３

ＵＲＬ http://www.nagaokacci.or.jp/

電話 025-267-2311 ＵＲＬ http://www.niigata-keikyo.jp/

地域経済活性化に向け活動をする「総合経済団体」
会社紹介

会社紹介

地域総合経済団体。地区内商工業者の総合的な改善発達にむ
け、商工業・観光振興・労務雇用・経営改善普及事業、各種検
定試験の実施、各種共済制度の運営等を行っています。明治
38年3月設立、昭和28年4月に商工会議所法が施行され、翌
年、長岡商工会議所に改組され現在に至ります。

取扱品名

取扱品名
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当経営者協会は、一般社団法人日本経済団体連合会（経団
連）の新潟地方組織に位置付けられる、地域における総合経
済団体です。会員企業の経営基盤の安定と発展に貢献すべ
く、見えない所で会社を支える人事や労務、総務分野を中心
として、人材育成や労務相談、改正労働法などの情報提供や
社内規定の策定など、諸課題に対応しております。
人材育成セミナーを年間合計59講座開催しています。
①「階層別」28講座：管理監督者を中心に、役員から新人まで
②「分野別」31講座：人事労務関係中心に、法務・財務など。
そのほか、人事・労務、総務関係のご相談をお受けしております。

協 賛 広 告
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協 賛 広 告

― 30 ―


 


 
 

Niigata Electronic Industries Association





  


 



  







    
¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯









 


 
 

 
 
   



  




©ª«¬®¯°±²





¡¢£

¤¥¦§¨©

´µ¶


³¨

¡

 


¢£¤¥¦§¨

·¸¹º»¼½¾¿









【下田のヒメサユリ】

ヒメサユリ（姫早百合）別名オトメユリ（乙女百合）

宮城県南部及び新潟県、福島県、山形県が県境を接する飯豊連峰、
吾妻山、守門岳周辺だけ分布する貴重な植物で、野生種は環境省
のレッドリストで準絶滅危惧種に指定されています。

三条市の下田地区に自生しており、平成１７年に三条市の花に指定

一般社団法人

新潟県電子機械工業会
Niigata Electronic Industries Association
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