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サポート1
創業計画書の策定⽀援
具体的な事業計画や資金・収支計画の策定をサポートいたします。

サポート2
資⾦の調達
融資や各種補助金、クラウドファンディング等を活用した資金調達をサポートいたします。

サポート3
設備やシステムの導入
リースを活用した設備導入支援やクレジットカード端末の設置等、各種システムの導入をサポートいたします。

サポート4
販路の開拓・拡⼤
商談会や各種セミナーの案内等、販路開拓をサポートいたします。

サポート5
創業後の継続的な⽀援
外部専門家等と連携し経営相談を行い、事業が軌道にのるまでの継続支援を行います。

事業プラン「夢請負人」

創業者、第二創業者、事業承継者で創業塾等において事業プランを策定した方、創
業補助金や事業承継補助金を申請された方がご利用いただけます。※別途審査がご
ざいます。

■ 融資金額 ３，０００万円以内 ■ 使途 運転・設備
■ 融資利率 ２．０％（固定） ■ 融資期間 １５年以内
■ 保証人・担保 不要

創業応援ローン「スタートアップ」

創業前または創業後７年以内の方で経営多角化、事業転換、新商品開発等、新たな
市場創出を目指す方がご利用いただけます。※別途審査がございます。
■ 融資金額 １，０００万円以内 ■ 使途 運転・設備
■ 融資利率 金庫所定の金利 ■ 融資期間 ７〜１０年以内

１. 創業⽀援
三条信用⾦庫では、開業から軌道にのるまでの様々なサポートでお客さまの夢をバックアッ プいたします。
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事業承継の現状
休廃業・解散件数は増加傾向にあり、後継者難による廃業予定企業も多いのが現状です。

事業承継サポート
事業承継は必ず訪れる経営課題であり、会社が永続的に発展するための重要な課題です。
三条信用金庫では専門家と連携し、円滑な承継が実現できるようご支援いたします。

事業承継の税務相談
税理士法人 山田＆パートナーズとの連携により、高い専門性を生かし、お客さまに
合わせた承継プランをご提案いたします。

事業承継支援ホットライン
信金中央金庫、税理士法人 高野総合会計事務所との連携により、案件相談、株価
試算書の作成、専門家機関の紹介をスピーディーに行います。

経営承継支援
東京中小企業投資育成 株式会社との連携により、経営承継の円滑化や株主構成の
是正をサポートいたします。

さんしん未来塾
事業後継者及び若手経営者を対象とした団体で、後継者の育成を図るとともに、会
員相互のネットワーク強化を目的として、セミナー等を定期的に実施しています。

出典：中小企業庁「事業承継ガイドライン」出典：中小企業庁「事業承継ガイドライン」

２. 事業承継・M＆A
後継者問題で事業継続に悩む経営者さまや、成⻑戦略でお悩みの経営者さまへM＆Aを活用した企業の存続と成
⻑の実現をご⽀援いたします。
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M＆Aサポート
成⻑戦略としてのM＆A活用や、事業承継手法の一つとして、
仲介及び情報の提供を行います。

新潟県事業承継・引継ぎ支援センター

事業引継ぎに関する公的相談窓口です。新潟県事業承継・引継ぎ支援センターの
ネットワークにより、事業の引継ぎをサポートいたします。

しんきんキャピタル㈱

信用金庫業界のM＆A仲介会社です。しんきんキャピタル㈱のネットワークにより、
事業の引継ぎ及び事業の拡大をサポートいたします。

㈱日本Ｍ＆Ａセンター、アンドビズ㈱

㈱日本M&Aセンターのネットワークにより、事業の引継ぎ及び事業の拡大をサ
ポートいたします。また、アンドビズ㈱（日本M&Aセンターグループ）の専用
ウェブサイト【Batonzバトンズ】を活用したM&Aをご紹介いたします。

㈱トランビ

国内最大の事業承継・M&Aマーケットを提供する㈱トランビの専用ウェブサイト
を活用した事業承継・M&Aをご紹介いたします。

㈱新潟事業承継パートナー

県内本社のM＆A仲介会社です。中小・零細企業のM＆Aに強く域内マッチングを
サポートいたします。
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補助金等活用支援・バックオフィス支援 （㈱エフアンドエム）

ものづくり補助金をはじめとした各種補助金の申請支援のほか、人事・労務・財務・
IT活用などのバックオフィス支援を行い、労働生産性の向上をサポートいたします。

海外展開支援 （東京海上日動火災保険㈱）

東京海上日動火災保険㈱と連携し、海外へ製品を輸出する際、海外へ人材を派
遣する際、海外で拠点を設立する際など、様々なリスクマネジメントをサポー
トいたします。

海外展開支援 （ＪＥＴＲＯ、信金中央金庫）

ＪＥＴＲＯ、信金中央金庫と連携し、海外進出をサポートいたします。

各種補助金に係る事業計画書作成支援サービス

事業再構築補助金、ものづくり補助金をはじめとした各種補助金や、経営力向上計画、
先端設備導入計画等の計画書の作成〜申請までをサポートいたします。

補助金等活用支援・戦略立案等 (グローカルマーケティング㈱）

ものづくり補助金をはじめとした各種補助金の申請支援のほか、売上アップ実現に向
けた課題の明確化、解決策の提案をいたします。

３. 成⻑⽀援
経営課題解決のための様々なソリューションをご提供し、お客さまの事業の成⻑をサポートいたします。
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新現役交流会  （新潟県内５信金共催）

大企業で培った知識やノウハウを持つＯＢ人材が経営課題解決に向けサポートいたし
ます。
■ 開催日 令和5年7月11日（火）・12日（水）

ファイナンス・ＩＰＯ （しんきんキャピタル㈱）

しんきんキャピタル㈱「しんきんの翼」をご案内いたします。

ファイナンス・ＩＰＯ （新潟ベンチャーキャピタル㈱）
新潟ベンチャーキャピタル㈱をご案内いたします。

中小企業119専門家派遣 （中小企業庁）

様々な経営課題にワンストップで支援いたします。
■ 利用上限 ５回 ■ 無料（１回目） ■ 年度予算消化まで

新潟県よろず支援拠点 （にいがた産業創造機構）

ビジネスのどんな相談にも各分野のプロが対応いたします。
■ 回数制限なし ■ 無料 ■ 通年
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クラウドファンディング （㈱マクアケ）
購入型クラウドファンディングは、商品や権利を直接購入することで調達者を支援す
るクラウドファンディングです。出資者は金銭的リターンの代わりにユニークな商品
やサービスを獲得することができます。

ひがしんビジネスフェア （東京東信用金庫）

バイヤーだけでなく、一般来場者も多く集まるビジネスフェア。エンドユーザーの生
の声を聴ける絶好の機会を提供いたします。
■ 開催日 11月頃 ■ 会場 両国国技館

新潟県しんきん個別商談会    （県内９信用金庫主催）
県内９信用金庫合同で百貨店等のバイヤーを招聘し、地元企業の販路開拓をサポート
いたします。（⾷品・雑貨）
■ 開催日 令和5年9月8日（金） ■ 会場 リサーチコア

さいしんビジネスフェア （埼玉縣信用金庫）

埼玉県および信用金庫ネットワークにおける中小企業に対し、広域でのビジネスマッチング・
販路拡大の機会を提供いたします。
■ 開催日 6月頃 ■ 会場 コミュニティアリーナ（さいたまスーパーアリーナ）

長野しんきんビジネスフェア （⻑野信用金庫）

⻑野県内の精密加⼯業者や⾷品加⼯業者が多く出展しており、同業・関連業種マッチ
ングの機会を提供いたします。
■ 開催日 5月頃 ■ 会場 ⻑野市ビッグハット

４. 販路拡⼤
お客さまのビジネスチャンスの創出を目的とし、様々なサービスをご紹介させていただきます。
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バンカーズチョイス （ ㈱ RCG ）
地域に寄り添う金融機関のイチオシ商品をECサイトを通じて全国の皆さまにお届けす
るサービスです。企業型ふるさと納税についてもご対応いたします。

■ ECサイト掲載から３ヶ月無料

よい仕事おこしネットワーク

お客さまの「買いたい」、「売りたい」、「組みたい」、「困っている」などのお悩
みを、専属のコーディネーターが全国の信用金庫ネットワークを活用し、解決いたし
ます。

リンカーズ （リンカーズ㈱）

大手メーカーとの取引が見込めるマッチングサイトです。
■ 登録無料で発注情報を提供

海外セールス商品カタログ  （信金中央金庫）
お客さまの魅力ある商品（⾷品・雑貨等）をカタログにまとめ、信金中央金庫の海外
ネットワークを活用して、海外の販路開拓をサポートいたします。

■ 掲載無料 ■６月と１２月にカタログの更新を行います

営業代行 （しんきん地域創生ネットワーク㈱）

首都圏への販路拡大をご検討中の事業者の皆さまに、商品・サービスに適した販路の
ご提案および営業代行を行います。
■ ご契約期間 ３ヶ月 ■ 料金５５，０００円（税込）
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さんしんSDGｓ導入支援サービス (東京海上日動火災保険㈱)

SDGsへの取り組み状況に関するフィードバックや、宣言書の作成支援を行います。

■ 無料（ 診断報告書） ■ 33,000円（ 診断報告書＋宣言書作成）

省エネ診断サービス（(一財)省エネルギーセンター、(一社)環境共創イニシアチブ）

コスト削減と脱炭素化の同時達成を目的とし、地域の業種などの特性や省エネなどに
関する課題、ニーズに対して、皆さまの実情に合わせた支援を行うためのサービスを
提供いたします。

企業がSDGsに取り組むメリット

出所：環境省「持続可能な開発目標（SDGs）活用ガイド第２版概要版」

太陽光発電 (㈱千代田エネルギー)

自家消費型発電システム(設備買取型)ならびにPPAモデル発電システム(敷地貸与型)
の発電設備導入の支援を行います。

５.ＳＤＧs・ＣＮ⽀援 
SDGs（エスディージーズ）・CN（カーボンニュートラル）等への理解促進と趣旨に沿った事業活動への⽀援
を通じて目標達成のお⼿伝いをいたします。
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パジュ・ブレーン㈱
新潟県における「Web（製作・デザイン）」「IT（開発・制御・保守）「ネット
ショップ（EC）」といった専門職の求人に強く、他求人サイトに掲載のない独自の
『事務系』求人も多数ご紹介しています。

㈱ヒルストン
新潟県で生まれ育ったリサーチャーが、企業の採用ニーズに合わせて、10個の転職者
データベースにスカウティングを実施します。
メーカー技術者・営業・ITエンジニア・事務部門・マネジメント職・製造オペレー
ター・高度外国人材など、幅広い職種への人材供給に実績があります。

パーソルキャリア㈱
業界大手の人材紹介業者です。若手層から管理職・エグゼクティブ層、バイリンガル
人材、副業・フリーランスまで幅広い人材・地域・業種に対応が可能です。

テンプスタッフフォーラム㈱
新潟県に4拠点（新潟、県央、⻑岡、上越）のオフィスを設置し、きめ細かなサポー
トを実現いたします。事務系職種を中心に販売、営業、金融、医療、作業係など多岐
にわたる分野への人材供給に実績があります。

㈱スタッフエース
燕三条・⻑岡・新潟オフィス3拠点で一般事務・経理事務などの事務系を中心として、
地域企業様への人材派遣を行っております。急な欠員・繁忙期対応・産休・育休の代
替要員としてニーズがございます。

ヒューレックス㈱

「幹部候補」採用専門の人材紹介会社として、企業の成⻑・発展と事業承継を伴⾛型
でサポートしています。事業承継をテーマとした人材紹介、結婚による承継、M＆A
を切り口としたコンサルティング支援も提供しております。

６. ⼈材紹介
事業承継に必要な「経営幹部・管理職⼈材」や、事業拡⼤等に対応可能な「専⾨分野⼈材」等を中⼼に、提携⼈
材紹介会社とも連携しながら、ニーズに適した⼈材をご紹介いたします。
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キャッシュレス決済サービス （㈱しんきんカード、㈱メルペイ）

消費者の多様な決済ニーズに対応できるよう、キャッシュレス決済端末の設置やスマ
ホ決済サービスのご紹介をいたします。

環境エネルギーサービス （ミツウロコGE㈱、オリックス㈱）

新電力をご案内いたします。安定した電力供給で、割安なプランをご提案いたします。
※オリックス㈱へのご紹介は法人に限ります。

中古工作機械レンタル・買取 （オリックス㈱）

不要な⼯作機械の処分、中古⼯作機械のレンタル・購入等ご相談ください。

カーリース （しんきんリース㈱、オリックス自動車㈱）
複雑な車両管理業務をお客さまが行うことなく、本来の業務に集中できる環境をご提
供いたします。

設備レンタル（しんきんリース㈱、三井住友ファイナンス＆リース㈱）

「所有」から「使用」へと発想を転換することで、費用の平準化・資金調達の多様化
が図れます。

店舗・住宅・ご家族の見守りに （セコム上信越㈱）

警備、セキュリティ企業をご案内いたします。事務所や店舗、住宅等の防犯、ご家族
の見守り等ご相談ください。

７. 課題解決
お客さまの経営課題について、それぞれに適した外部専⾨機関等と連携して、解決のご⽀援に取り組みます。
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売掛保証サービスURIHO （㈱ラクーンフィナンシャル）

取引先の倒産や支払遅延により入金がなかった場合に、URIHOが取引先に代わり取引
代金をお支払いするサービスです。

遊休不動産の活用

ロードサイド大型遊休地の有効活用をご案内いたします。

企業型DC紹介プラン （富国生命保険相互会社）

会社が拠出する掛金は全額控除することができるため、その分の税金と社会保険料が
かかりません。また、従業員の福利厚生の充実につながります。

国民年金基金 （三菱UFJ信託銀行・信金中央金庫 ）

65歳から一生涯受け取れる個人事業主のための年金制度です。掛金額も受取額も変
動せず、掛け捨てになることはありません。
掛金は全額所得控除の対象となります。

結婚相手紹介サービス （㈱ツヴァイ、マリッジ㈱）

少子高齢化や人口減少、中小企業後継者の婚活問題等をサポートするため、「結婚相
手紹介サービス」を紹介し、幸せな成婚カップルを生み出すことで、地域の活性化に
貢献いたします。
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労災リスクに備える     （AIG損害保険㈱・共栄火災海上保険㈱）

経営者・役員のリスク、従業員のリスク等お客さまに最適な業務災害保険をご案内い
たします。

災害リスクに備える （東京海上日動火災保険㈱）
災害時、火災保険ではカバーしきれない休業による損失（売上の減少）や営業継続に
必要な費用等を備える休業補償保険をご案内いたします。

福利厚生 （㈱ＪＴＢベネフィット）

㈱ＪＴＢベネフィットが提供する雇用確保に繋がる福利厚生サービスを特別価格でご
案内いたします。

賠償リスクに備える （三井住友海上火災保険㈱）

業種ごとに発生しうる損害賠償リスクに備える企業総合賠償責任保険をご案内いたし
ます。

海外での支払いを便利に （海外専用プリカ）

㈱アプラスが提供する「海外専用プリペイドカードＭｏｎｅｙＴＧｌｏｂａｌ」をご
案内いたします。
事前チャージでキャッシュレスでの渡航が可能となるだけでなく、経理担当者は利用
履歴を瞬時にご確認いただけます。
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７. 課題解決
お客さまの経営課題について、それぞれに適した外部専⾨機関等と連携して、解決のご⽀援に取り組みます。



しんきんｉＤｅＣｏ

老後に備えた資産準備として、しんきんｉＤｅＣｏ（個人型確定拠出年金）をご案内
をいたします。

節税メリットを生かして効率的な資産形成をお手伝いいたします。

資産形成

人生100年時代において重要な資産形成のご相談を承ります。
投資信託やお客さまのご希望に合わせた商品をご案内いたします。

信 託 （信金中央金庫）

大切なご家族へ託すための資金の承継についてご案内いたします。

■ しんきん相続信託（こころのバトン）
■ しんきん暦年信託（こころのリボン）

ケガや病気の備えに

医療保険、がん保険、終身保険、傷害保険等、様々なリスクに備えるための保険を取
扱っております。
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８. 三条信⾦ Big Advance
販路拡⼤・業務効率化・情報提供。福利厚生などの経営課題をトータルでサポートする本業⽀援プラッフォーム
です。

■ 三条信金Big Advanceのホームページはこちら
https://www.sanjoshinkin-ba.jp/

ビジネスマッチング

取扱っている地元の新鮮な野菜を
売り込んだところ、大手スーパーと
のマッチングに成功。販路拡大、収
益増加に繋がった。

活⽤事例

福利厚生『FUKURI』

従業員へ新しい福利厚生を提供す
ることができた。
人材募集時に、「福利厚生あり」と
の記載が、求人の訴求効果に繋
がった。

これまでHPを持っていなかったが、
試しで作ってみたら新規のお客様か
ら⾒積りの問い合わせをいただき、
販売につながった。

雇用契約や業務委託の契約書作成
を依頼。⾒積りも１時間ほどで届き、
相⾒積を取ることで、コストを抑えら
れた。

部署やプロジェクトごとでの使用に
より、業務の⾒える化が進んできた。
気軽に連絡が取れるので、社内のコ
ミュニケーション活性化に繋がった。

コロナの影響もあり補助⾦の申請を
検討をしていた。国の情報だけでな
く、地元の情報もタイムリーに掲載
されるので非常に助かった。

⾦融機関が仲介するから安⼼
⾯談率は30％以上(2022.3時点)

従業員が使える優待クーポン
お店の宣伝告知ができる

活⽤事例

ホームページ作成
テキスト⼊⼒だけの簡単作成
スマホ対応、SEO対策も

活⽤事例

士業相談
法務・労務・税務・知財
専門業務をスポットで依頼

活⽤事例

チャット
社内コミュニケーション
情報共有・業務効率UP

活⽤事例

経営支援情報
補助⾦・助成⾦の取得⽀援
セミナー・コラム等を掲載

活⽤事例

・操作が簡単で⾒やすい画⾯
・クラウドツールで情報共有が円滑化
・ユーザ数、帳票発⾏数無制限

①国内最大級クラウドファンディング
『CAMPFIRE』通常手数料17％→13％

請求書電子化機能
⾒積書・納品書・請求書の
作成、管理、発⾏ができ
インボイス制度にも対応
※別途月額1,100円（BA会員様特別価格）

特 徴

各種連携特典
クラウドファンディング、
勤怠管理サービス等と連携

特典内容

②経費精算機能搭載勤怠管理サービス
『ちゃんと勤怠 by ネクストICカード』
通常10アカウント5,000円→30アカウント4,000円

（有料サービス）

— 課題解決をサポートする8つの機能 ―
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燕三条医工連携コンソーシアム

新潟大学医学部や附属病院等の医療現場のニーズを基にした医療関連製品の研究開発
を目指しています。

未来人材育成コンソーシアム

地域の課題の共有を図りながら、課題解決のために必要な教育のあり方を検討し、急
速な社会の変化にも対応した未来型教育を具体化する取り組みを推進しています。

燕三条ものづくり企業 工場見学ガイドブック

燕三条地域には、通年見学できる⼯場が数多くあることから
地域のものづくり企業を紹介し、⼯場見学を誘致する目的で
オールカラー46頁のガイドブックを作成いたしました。

イッペアップ IPPE UP

三条市事業所支援ネットワークを構築し、創業・事業承継・経営改善など、誰に相談
すればよいかわからないという事業所の悩みを解消、必要な方に必要な支援を行って
います。
■ ワンストップ窓口 : 三条商⼯会議所
■ 構成機関 : 三条市 三条信用金庫 日本政策金融公庫 三條信用組合

■ デジタルブックはこちらからご覧いただけます

※ガイドブックをご希望の方はお気軽にお申し付けください。

９. 産官学連携・その他
コンソーシアム等により技術的な課題解決、製品・材料の試験や試作の実施、共同研究等の技術面のご相談等に
対応させていただきます。
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三条市旭町2丁目5番10号

三条市本町2丁目13番7号

三条市仲之町1番8号

三条市四日町3番15号

三条市元町12番15号

三条市一ノ門2丁目2番19号

三条市島田2丁目7番16号

三条市西大崎1丁目19番41号

三条市塚野目4丁目19番30号

三条市福島新田丁1022番地1

三条市荻堀1323番地9

三条市桜木町31番8号

三条市上保内乙321番地1

三条市月岡1丁目26番35号

三条市南四日町4丁目7番46号

加茂市千刈1丁目6番24号

見附市昭和町1丁目2番30号

燕市本町2丁目3番26号

燕市杣木2626番地1

燕市吉田春日町2番20号

燕市井土巻3丁目129番地

燕市分水学校町2丁目9番47号

新潟市中央区堀之内南1丁目32番14号

新潟市西区松美台6番8号

新潟市西蒲区巻甲4081番地1

新潟市南区能登2丁目9番40号

※新潟ローンプラザでは、土曜日（午前10時〜午後5時）もローン相談を承っております。
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三条信用金庫 営業統括部
〒955-8666 新潟県三条市旭町2丁目5番10号
TEL：0256-34-3474 URL：https://www.shinkin.co.jp

https://www.shinkin.co.jp

