平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
採択案件一覧（１３７件）
（受付番号順）
受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

1 2826110001

京都府

株式会社吹野金型製作所

9130001011561

高性能放電加工機による微細加工と大幅な効率化への取
京都銀行
組

2 2826110002

京都府

株式会社精研

8130001010944

半導体市場の成長に対応するための製造ライン部品の増
株式会社エフアンドエム
産と精度向上計画

3 2826110005

京都府

株式会社光技術サービス

7130001051031

次世代のキーデバイスである自由曲面レンズの量産製造
京都信用金庫
技術開発

4 2826110008

京都府

株式会社秋田製作所

6130001033278

タッチパネル用部品金型の一貫製作に業界で初めて挑戦
株式会社エフアンドエム
する計画

5 2826110010

京都府

株式会社エスジー

5130001034566

樹脂の切削における３次元加工の精度向上と生産性の改
京都あおい税理士法人
善

6 2826110011

京都府

有限会社アドバンク

5130002006622

インキ計量ロボット導入による特色印刷への対応と印刷稼
京都銀行
動率向上の実現

7 2826110012

京都府

有限会社協和熔工

6130002025919

鉄道車両の軽量化に貢献するアルミ部品の高精度化と増
京都銀行
産対応

8 2826110020

京都府

宮本樹脂工業株式会社

4130001019015

工場内ネットワークを利用した集中監視システムによる生
産性の向上

9 2826110021

京都府

株式会社京都吉祥庵

8130001027708

＂京都から全国の外食産業へ” 京都ブランド・素材を活か
京都中央信用金庫
したデザート開発と展開

10 2826110022

京都府

北澤機械工業株式会社

3130001020394

ＨＶ及びＥＶ自動車用バッテリーの海外生産現地販売に向
京都銀行
けての対応

11 2826110023

京都府

株式会社ＫＥＤ

8130001036139

世界に誇る国産自動車の開発を支援する測定計測技術の
京都銀行
高度化

12 2826110031

京都府

ＮＫＥ株式会社

5130001007919

京くみひもを利用した高効率空気圧人工筋肉駆動アシスト
公認会計士オフィスＩＴＮ共同
ロボットの開発

13 2826110037

京都府

株式会社ファーマフーズ

5130001011549

未利用卵殻薄膜を用いた関節の痛みを緩和させる機能性
辻本真也税理士事務所
食品素材の開発

14 2826110039

京都府

有限会社グッドウッドＫＹＯＴＯ

1130002029998

革新的成形方法による樹脂ペレット原料での切削試作事
業の確立

15 2826110040

京都府

京都飲料株式会社

8130001012107

コーヒー飲料業界初の窒素ガス混合脱酸素システムの開
京都中央信用金庫
発・導入

16 2826110043

京都府

プロニクス株式会社

2130001033042

自動車関連部品金型の受注領域拡大の為のマシニングセ
京都商工会議所
ンタ導入

17 2826110045

京都府

株式会社明成

5120001047882

ＮＣ自動旋盤導入と工程見直しで競争力強化を図り海外進
北おおさか信用金庫
出の基盤を整備する

18 2826110047

京都府

株式会社シオガイ精機

7130001033459

電気バス向けリチウムイオン充電池製造に用いる「巻き取
京都銀行
り装置」製造工程の改善

19 2826110048

京都府

菅原精機株式会社

6130001012851

超硬合金のミーリング加工による業界初のミガキレス精密 公益財団法人京都高度技術
金型の実現
研究所

20 2826110049

京都府

藪下鉄工所

21 2826110050

京都府

株式会社山本鉄工

6130001034251

製品のユニット化納品の為の精密機械加工生産体制の構
京都信用金庫
築

22 2826110051

京都府

株式会社細尾

5130001022505

西陣織広幅ファブリックの新生産システムの開発

京都銀行

23 2826110052

京都府

株式会社ＯＫファイバーテクノロ
ジー

3050001036564

ハンディレーザー溶接システムの製品開発

池田泉州銀行

24 2826110058

京都府

株式会社赤尾商店

2130001000091

ｉＰｈｏｎｅ用ＩＣチップ製造装置用アルミ板の高精度化及び短
滋賀銀行
納期化の実現

25 2826110059

京都府

株式会社フジタイト

8130001033961

ＣＦＲＰ試作部品製造技術の確立

26 2826110062

京都府

株式会社旭プレシジョン

7130001002447

金属の熱拡散技術を利用したゴム成形金型への耐硫黄性
公益財団法人京都産業２１
付与技術開発による売上拡大

27 2826110067

京都府

株式会社アクア

4130001034369

「大気圧プラズマチャンバー装置」の開発及び実用化

28 2826110079

京都府

木下酒造有限会社

1130002033868

長期熟成酒市場創造に向けた製造工程の改善と既存商品
京丹後市商工会
の高品質化

29 2826110082

京都府

株式会社やまとカーボン社

6130001011936

幼児から児童向けに特化した「楽しく薬を飲むきっかけとな
京都銀行
る薬袋」の提供事業

30 2826110083

京都府

株式会社宇山金型製作所

5130001013917

生産効率向上に向けた複合加工支援システムの導入

受注加工分野を選定・特化し新規取引先と新分野の受注
（増）を達成

1

京都銀行

京都信用金庫

京丹後市商工会

京都中央信用金庫

京都信用金庫

税理士法人京都経営

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

31 2826110084

京都府

株式会社オプト・システム

9130001055071

半導体外観検査装置の高速化の為の開発

アドバンスト・エム株式会社

32 2826110085

京都府

有限会社真和精機

4130002029236

同時５軸仕様マシニングセンタ導入での生産性・品質向上
京都北都信用金庫
によるジェネリック医薬品普及への貢献と航空分野参入

33 2826110086

京都府

ケイナック

34 2826110088

京都府

レイトロン株式会社

35 2826110090

京都府

36 2826110094

最新型横型マシニングセンター導入による高精度加工法
による新製品開発事業

京都銀行

2130001033819

短距離光データ伝送デバイスの製品化

京都銀行

株式会社シュルード設計

8130001053927

３Ｄソリューション事業の未来を担う会社への活路

公益財団法人京都産業２１

京都府

日本船舶表示株式会社

3010401051563

船舶用安全標識の耐久性向上と工期半減を実現する大判
芝信用金庫
プリンターとラミネーターの導入

37 2826110097

京都府

株式会社ＣＯＧＮＡＮＯ

2130001054063

アルパカ遺伝子を原料とするタグ抗体シリーズの開発と世
公益財団法人京都産業２１
界展開

38 2826110098

京都府

株式会社峰山鉄工所

9130001042730

画像寸法測定器導入による生産プロセスの改善と品質管
京丹後市商工会
理体制の確立

39 2826110102

京都府

株式会社電装工業

1130001037515

防水処理の自動化によるネック工程の解消と品質向上計
画

40 2826110105

京都府

株式会社アクトリー

7130001032279

成形加工条件の研究による精密試作成形の業界最速レベ
京都信用金庫
ルの超短納期対応

41 2826110107

京都府

株式会社川口金属

8130001042764

鋳造欠陥の補修再生技術を確立することによる受注拡大

42 2826110110

京都府

有限会社田中ステンレス

8130002026634

難切削材新形状ボルトの高い同軸度確保と高耐久性バイ
京都信用金庫
トの研究

43 2826110112

京都府

株式会社衣川シャーリング

4130001041035

社内データベース活用による一貫製造技術の高度化事業 京都北都信用金庫

44 2826110113

京都府

有限会社ナカムラ

5150002002462

新製法による革新的な機能性スポーツウェアの生産体制
確立

45 2826110114

京都府

株式会社朝陽

2120001156240

職人とロボットをＩＯＴで融合！多品種少量生産での高利益
守口門真商工会議所
化に挑戦！

46 2826110119

京都府

堀井織物工場

47 2826110122

京都府

日本蚕毛染色株式会社

6130001016282

繊維商品リサイクル処理装置の開発

48 2826110125

京都府

株式会社サンデーキット

8130001014557

切削加工技術の高度化で挑む木製セルフレジカバー生産
京都信用金庫
体制の確立

49 2826110126

京都府

大竹木材工業株式会社

9130001020125

高精度ＮＣルータ導入による木製建具の高精度加工及び
多様化への対応力強化計画

50 2826110129

京都府

双美金属株式会社

3130001033470

建築物耐震化に対応する大型建築金物の製造と施工工期
京都銀行
の飛躍的な短縮

51 2826110131

京都府

有限会社クエストセブン

2160002014542

ファイバーセンサ用受光ＩＣの開発

滋賀銀行

52 2826110133

京都府

株式会社草川精機

8130001010457

医療機器用精密部品の短納期化に向けた生産体制強化
計画

京都銀行

53 2826110137

京都府

日本フットケアサービス株式会社

5130001026646

足底装具の生産プロセス自動化による生産性向上と、中
国東南アジア市場獲得

京都銀行

54 2826110138

京都府

河合紙器工業株式会社

5130001020335

差別化の困難な段ボール製造業において、新たな付加価
京都銀行
値を創造し需要を増大させる事業

55 2826110139

京都府

株式会社ヤマコー

6130001015937

ダイレクト印刷技術導入による新規顧客開拓・利益体質の
公益財団法人京都産業２１
改善

56 2826110140

京都府

株式会社朝日製作所

8130001033276

自動車部品用の鋳物鋳造製品に係る試作品製作の迅速
化

京都銀行

57 2826110143

京都府

株式会社丸二

8130001018905

版木作成工程における生産プロセスの改善事業

京都商工会議所

58 2826110146

京都府

有限会社ソウダ製作所

3130002025871

横形ＮＣフライス盤の導入による高品質ロボット用架台の
製造

京都信用金庫

59 2826110147

京都府

株式会社京都・一乗寺ブリュワリー 7130003002965

「一乗寺」ブランド強化のための増産体制の確立

税理士法人みらい経営

60 2826110150

京都府

株式会社波部太陽堂

7130001018311

紙器・パッケージ製作工程の落丁作業を機械化し生産性
の向上と従業員の定着を図る事業

京都中央信用金庫

61 2826110151

京都府

株式会社ベッセル福知山

2130001041276

単純連続手作業を双腕ロボットに変更し安全性と生産性及
京都北都信用金庫
び品質を向上させる

京都中央信用金庫

京都北都信用金庫

株式会社エフアンドエム

顧客の求めに応じた、きめ細やかな柄を織り成す新型電子
京都北都信用金庫
ジャカード導入

2

南都銀行

京都信用金庫

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

62 2826110154

京都府

株式会社あおぞら印刷

3130001004991

データ入稿プラットフォームの構築と高速印刷のための設
京都中央信用金庫
備投資による専門領域での競争力強化事業

63 2826110156

京都府

進晃堂印刷株式会社

2130001014752

封筒印刷に特化した営業利益率倍化プロジェクト

64 2826110157

京都府

株式会社シオノ鋳工

7130001040703

鋳造シミュレーションを導入し、高品質、低コスト、短納期の
京都北都信用金庫
鋳造を実現

65 2826110158

京都府

アテック京都株式会社

8130001033697

ＣＮＣ旋盤導入により新たな生産体制の構築と技術の高み
京都中央信用金庫
を目指す

66 2826110162

京都府

株式会社洛北義肢

1130001005661

リベッティングマシン導入による生産効率・生産品質の向
上と作業環境の改善

公益財団法人京都高度技術
研究所

67 2826110169

京都府

株式会社扶桑プレシジョン

8130001018665

色と糖分・水分の測定が可能な新型小型分光計の開発

京都中央信用金庫

68 2826110173

京都府

株式会社キョークロ

4130001012580

めっき工程の生産プロセス革新による省エネ・省資源化の
京都中央信用金庫
実現とトレーサビリティの精度及び効率向上

69 2826110175

京都府

有限会社新進堂印刷所

4130002026472

個人出版事業の生産性向上を目的としたＩＴの利活用及び
京都銀行
設備投資

70 2826110178

京都府

川惣電機工業株式会社

9120001042376

高精度小型温度センサの計測品質向上のための自動校
正装置の開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

71 2826110179

京都府

西村陶業株式会社

3130001013142

サーボプレス成形機の導入で革新的パワーモジュール用
放熱部品を開発し新分野進出

公益財団法人京都高度技術
研究所

72 2826110184

京都府

アトモフ株式会社

9130001053736

施工不要のデジタル窓「アトモフウィンドウ」の普及に向け
た芯金型導入、革新的サービスの向上

ひかり税理士法人

73 2826110189

京都府

柴田織物

74 2826110190

京都府

株式会社渡邉商事

1130001012088

サービスロボット用部品の製作ライン構築

75 2826110191

京都府

京都プラント工業株式会社

1130002034940

パーム油残渣を液状高品質燃料に！バイオパーム燃料製
京都銀行
造装置の開発

76 2826110192

京都府

山中工業株式会社

3130001002129

航空機や鉄道車両の部品供給を視野に入れた積極的設
備投資の推進

77 2826110194

京都府

ビヨーカン

フォトブックを通して若い世代にも写真の良さを理解しても
若杉公認会計士事務所
らい写真文化を残す

78 2826110198

京都府

株式会社ベルテックコーポレーショ
8130001051501
ン

計量器業界向け製缶部品のロボットによる自動溶接機の
導入と生産管理システムの構築

アドバンスト・エム株式会社

79 2826110199

京都府

寺田薬泉工業株式会社

9130001021750

リチウムイオン電池向け正極材材料製造方法の確立と生
産環境改善・量産設備導入

京都銀行

80 2826110204

京都府

田中鉄筋工業株式会社

8130001037830

鉄筋Ｌ型擁壁段積み施工事業の推進

藤原靖典税理士事務所

81 2826110205

京都府

株式会社大平電機

5130001041694

高圧（３ＫＶ，６ＫＶ）用１５００ＫＷまでの大型モータ用試験
設備の導入

京都北都信用金庫

82 2826110207

京都府

株式会社Ｋｙｏｔｏ Ｎａｔｕｒａｌ Ｆａｃｔｏｒ
4130001020988
ｙ

リップクリームの製造工程改善に伴う生産キャパシティ向
上計画

谷口純一

83 2826110211

京都府

株式会社ソーゴーギケン

測量・設計の３Ｄ化と地盤の３Ｄモデルの提供

京都北都信用金庫

84 2826110212

京都府

Ｆｒｅｓｈ Ｒｏａｄ

85 2826110215

京都府

田中精工株式会社

1130001015017

複合加工機導入による、高精度品質、低コスト化と生産性
京都中央信用金庫
向上

86 2826110223

京都府

朝日レントゲン工業株式会社

4130001009908

超低被ばくかつ超高精細な診断画像を実現する歯科用Ｘ
線ＣＴ装置の開発

87 2826110229

京都府

株式会社竹村製作所

2130001025502

大型半導体・液晶架台フレームの生産プロセスの改善プロ
京都商工会議所
ジェクト

88 2826110233

京都府

株式会社成和

7130001032741

潜在ニーズに応える低コストかつ遮音性の高い防音ルー
バーの製作

89 2826110236

京都府

有限会社ビックバン

8130002026832

ロボットメーカーのコストと軽量化ニーズヘの薄板溶接技術
京都銀行
の高度化

90 2826110238

京都府

洛陽化成株式会社

8130001034068

量産受注対応における製造体制の確立

91 2826110239

京都府

ユーハン工業株式会社

2130001041375

新規熱処理設備導入による生産性および安全性向上と新
商工組合中央金庫
規市場開拓

92 2826110240

京都府

株式会社船橋商店

8130001022386

アルミ・銅・真鍮材の多面仕上げ加工による高付加価値化
京都信用金庫
の開発

京都中央信用金庫

分業体制からの脱却 自社生産力向上による製造直販を
京都北都信用金庫
通じた提案へ

4130001040540

京都商工会議所

京都中央信用金庫

生産効率を上げ、更に栄養価も上げる水素水を使用したト
京都北都信用金庫
マト栽培
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京都信用金庫

京都中央信用金庫

税理士法人京都経営

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

93 2826110242

京都府

株式会社飯田照明

7130001050693

地球環境に優しく、安価で品質の向上を図れる製品検査用
京都信用金庫
導光板ＬＥＤ照明の開発

94 2826110246

京都府

中央技建工業株式会社

5130001035960

リチウムイオン電池用の生産設備の大型化とクリーンカット
京都中央信用金庫
技術の向上

95 2826110248

京都府

有限会社丹後プラスティック

6130002033707

「部品加工から部品組立」一連作業工程による錠剤検査装
京都北都信用金庫
置製造分野の事業確立

96 2826110249

京都府

株式会社幹細胞＆デバイス研究所 7130001053275

ヒトｉＰＳ細胞由来 高性能心筋細胞デバイスの生産プロセ
ス改善と生産性向上

オフィス・ワン四条烏丸

97 2826110250

京都府

株式会社山内製作所

5130001052584

ＣＮＣ横中ぐり盤を導入し高真空チャンバー製作のワンス
トップ企業となる

京都信用金庫

98 2826110251

京都府

株式会社青木プラス

9130001034240

成長する用途先市場分野の新規開拓に向けた受注力強
化設備の導入

京都信用金庫

99 2826110252

京都府

株式会社最上インクス

5130001000808

ＩｏＴ・ＡＩを用いた薄板金属フィン製造における革新的な生
産・品質管理システムの構築

京都商工会議所

100 2826110254

京都府

科研テクノス株式会社

3130001042042

ＩｏＴを用いた植物工場用廉価型制御装置の開発と栽培装
置を用いた実証実験

京都北都信用金庫

101 2826110257

京都府

阪村精圧株式会社

7130001039051

熱間鍛造による自動車向けの複雑形状・異形部品の製造
ジャスト会計事務所
開発

102 2826110261

京都府

プレシジョンツール

ワイヤー放電加工機を用いた生産プロセス改善によるボト
京都銀行
ルネック解消事業

103 2826110262

京都府

大地社

医学会用「抄録集」に特化したニッチトップ事業の展開

京都中央信用金庫

104 2826110264

京都府

株式会社ナールスコーポレーション 5130001048839

スキンケア化粧品素材を応用した歯周病の予防・治療剤
の開発試作

小林公認会計士事務所

105 2826110268

京都府

株式会社エスファクトリー

3130001050210

海外工場向け製品のＲｏＨＳ対応に伴う生産速度向上計画 谷口純一

106 2826110269

京都府

川村エンジニアリング株式会社

2130001052570

ワイヤー放電加工機による被加工物内部への複雑形状加
京都銀行
工と生産効率改善

107 2826110270

京都府

有限会社エスユー

1130002010561

高精度な産業用ロボット部品大径化への対応

京都銀行

108 2826110275

京都府

福井繊維工業有限会社

2130002034849

裁断システムの導入による衣服縫製品の高品質化と、安
心安全のための検針機の導入

京都北都信用金庫

109 2826110277

京都府

矢野株式会社

3130001042810

ロボットシステム導入による生産効率向上・画像測定具導
京丹後市商工会
入による信頼性向上

110 2826110278

京都府

ＨＩＬＬＴＯＰ株式会社

6130001034516

試作開発案件における多品種・小ロット対応の無人検査シ
京都銀行
ステム構築

111 2826110280

京都府

株式会社オルサム

7130001043301

【オルサム最先端技術屋集団化】計画

京都北都信用金庫

112 2826110288

京都府

株式会社山口製作所

5130001033205

身体にやさしい健康食品添加用竹炭パウダーの量産製
造・販売

京都信用金庫

113 2826110293

京都府

ながすな繭株式会社

9130001043019

医療用途の絹不織布製造の工業化に向けた開発

京丹後市商工会

114 2826110294

京都府

パン工房農（みのり）

115 2826110302

京都府

株式会社きっちんカンパニー

8130001031016

ブラストチラー技術の利活用による生産性向上事業

公認会計士税理士木田事務
所

116 2826110303

京都府

新生製本株式会社

3130001010899

高価格帯手帳の糸綴じ製本に特化したニッチ戦略の実施

京都中央信用金庫

117 2826110306

京都府

株式会社日昌製作所

1130001042696

大幅な納期の短縮と製造原価の低減を目的とする新工程
京都銀行
の開発計画

118 2826110307

京都府

国進印刷株式会社

5130001017265

最新型カッティング機器導入によるＰＯＰＵＰペーパーアイ
テムの新商品開発

京都銀行

119 2826110309

京都府

たつみ印刷

地域顧客ニーズに対応した小ロット生産体制の確立

京丹後市商工会

120 2826110311

京都府

株式会社ＳｈｉｎＳｅｉ

6130001039102

ラマン分光技術活用による医療機器の分析装置部品の開
京都中央信用金庫
発

121 2826110312

京都府

株式会社ウミヒラ

6130001010070

三次元測定機導入による多品種少量生産に特化した品質
税理士法人今西総合会計
保証体制の確立

122 2826110313

京都府

株式会社東和技研

7120901007653

自立型表示装置等のリチウムイオン電池充放電制御シス
アドバンスト・エム株式会社
テムの試作開発

123 2826110315

京都府

ヒエン電工株式会社

4120001031516

分散機導入による難燃性と接着性の機能を併せ持つ難燃
紀陽銀行
性接着剤及び導電性接着剤の生産性向上の実現

天然酵母の価値を生かし切る販路開拓～森の京都で宿泊
南丹市商工会
型パン工房
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124 2826110316

京都府

福島鰹株式会社

4130001022316

大型縦型自動包装機開発導入による製造効率の改善

京都商工会議所

125 2826110319

京都府

株式会社横井製作所

2130001033232

樹脂部品と金属部品の接合工程自動化による生産性及び
京都中央信用金庫
品質の向上

126 2826110322

京都府

長崎工業株式会社

4130001043551

ハンディプローブ三次元測定機導入による高精度な品質
管理

127 2826110325

京都府

株式会社今西製作所

6130001040844

高まる工作機械の部材需要への対応と総合的生産力の向
与謝野町商工会
上

128 2826110329

京都府

中嶋金属株式会社

8130001001489

自動車排ガス・燃費規制変更における新規メッキ技術の開
税理士法人優和
発と実用化

129 2826110333

京都府

日本紙工株式会社

7130001012231

特殊表面加工パッケージ、罫線に品質保証を付けることに
税理士法人優和
よる差別化事業

130 2826110334

京都府

株式会社ナカデシール印刷

8130001029786

インキ自動調合システム導入による特殊インキラベル事業
京都中央信用金庫
の展開

131 2826110337

京都府

日本タブレット株式会社

1130001032540

画期的な打錠成型技術によるオーガニック仕様サプリメン
京都銀行
トの確立

132 2826110338

京都府

株式会社エージェンシーアシスト

1130001013945

商品検査専門事業の新規展開による既存顧客への対応
力強化と営業圏の拡大

133 2826110339

京都府

創栄図書印刷株式会社

3130001021327

製造プロセスの改善による収益増加を実現する「マナー漫
税理士法人優和
画」提供事業の展開

134 2826110341

京都府

株式会社ロジック

6130001033261

産学連携により開発したアトピー改善化粧品用自動充填
機の導入

135 2826110345

京都府

西岡テント

136 2826110346

京都府

株式会社スワン

1130001043455

高機能設備（ビッグマスター）導入によるタイヤメンテ

京都北都信用金庫

137 2826110348

京都府

為国印刷株式会社

3130001021599

ＩｏＴワンストップ印刷サービスの開発と新規事業参入計画

税理士法人優和

京都北都信用金庫

北田喜久税理士事務所

宇治商工会議所

ハイブリッド高周波ウェルダーの導入によるテント生地の高
松成会計事務所
品質化と活用及び増加する需要への対応

5

