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2526110001 京都府 株式会社吉田生物研究所 毒性の無い新技術天然可塑材を使用した塩化ビニル素材・製品の開発
一般社団法人滋賀県中小企業診断士協
会

2526110004 京都府 株式会社小林鉄工所 高性能曲板機導入による品質・生産力向上と競争力強化と事業継承 京都中央信用金庫

2526110005 京都府 高橋食品工業株式会社 最新の納豆生産設備導入により品質・生産性向上による競争力の強化 京都商工会議所

2526110007 京都府 株式会社京都医療設計 体内で溶けてなくなる人体に優しい医療デバイスの開発 滋賀銀行

2526110008 京都府 株式会社衣川製作所 ワイヤーカット放電加工技術の確立による医療機器製造の高精度、短納期、低コスト化計画 京都銀行

2526110010 京都府 株式会社浅田可鍛鋳鉄所 自動車向け重要保安部品の鋳造素材から機械加工完成までの一貫生産の実現 商工組合中央金庫

2526110013 京都府 株式会社砂﨑製作所 鉄道車両用接地装置生産の高効率化による納期短縮およびコストダウン 滋賀銀行

2526110015 京都府 株式会社伊藤製作所 ボトルネックを解消し、一貫生産強化による安定した超短納期対応実現 商工組合中央金庫

2526110022 京都府 大槻工業株式会社 食品用抗菌・鮮度保持フィルムの加工設備の開発および試作品開発 京都中央信用金庫

2526110024 京都府 ケーピーエス工業株式会社 医療用超小型コンプレッサの開発 商工組合中央金庫

2526110026 京都府 株式会社K・Kファーム 京北産北山杉のアロマオイル製造に係る生産プロセスの構築 京北商工会

2526110027 京都府 株式会社ナンゴー カーボン繊維コンポジット材料の自動成型装置部品の精密加工技術の確立 京都銀行

2526110028 京都府 ボンドテック株式会社 半導体の三次元実装の量産化をブレークスルーするCOW装置とプロセスの開発 公益財団法人京都産業２１

2526110030 京都府 株式会社ＫＯＹＯ熱錬 航空機部品の軽量化に向けた高精度浸炭熱処理技術の確立 公益財団法人京都高度技術研究所

平成２５年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業

１次公募一次締切　採択案件一覧（５９件）
(受付番号順)

1／4



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

2526110031 京都府 株式会社ニッシン ＣＡＤ／ＣＡＭによって作製する歯科補綴物用ハイブリッドレジンブロックの試作量産化 京都信用金庫

2526110032 京都府 山本精工株式会社 実体モデルを基本とする金属加工品ものづくりの構築 京都銀行

2526110036 京都府 株式会社テック技販 バランス能力調整のためのリハビリテーション向け床面動揺システム 南都銀行

2526110038 京都府 日本ニューロン株式会社 太陽熱発電用長寿命フレキシブルチューブの試作実験及び商業化 南都銀行

2526110039 京都府 株式会社ファーマフーズ 加齢に伴うサルコペニア（筋肉減弱症）を予防する機能性食品の開発 辻本税理士事務所

2526110041 京都府 株式会社コーヨ化学研究所 受託開発製品増産のための製造プロセスの強化を目的とした設備増強 長岡京市商工会

2526110045 京都府 株式会社オプト・システム 次世代LED及び次世代パワーデバイス用高速低価格レーザースクライバーの開発 アドバンスト・エム株式会社

2526110046 京都府 有限会社ＮＴＢ製作所 生産システム統合による多品種変量の生産力向上と短納期化の実現 京都信用金庫

2526110048 京都府 株式会社アストム 特殊プレス金型の開発によるリチウムイオン電池用部品の高精度化 エクセルブレーン株式会社

2526110049 京都府 明光精器株式会社 航空機部品特有の品質管理体制のボトルネック解消事業 京都中央信用金庫

2526110050 京都府 株式会社ツー・ナイン・ジャパン 錠剤専用金型の製作期間を1/3に短縮するための高精度・高速マシニングセンタの導入 京都中央信用金庫

2526110052 京都府 株式会社阪村エンジニアリング 鏡面仕上げの機械化と砥石の研究による耐久性の高い超硬パンチの開発 アクセルコンサルティング株式会社

2526110060 京都府 株式会社松岡機械製作所 次世代ディスプレイおよび二次電池用フィルム塗工装置の開発および試作 公益財団法人京都高度技術研究所

2526110066 京都府 開明伸銅株式会社 環境・省エネ対応伸銅中空異形棒『ミトーセル®』における精度向上計画 中野公認会計士事務所

2526110068 京都府 株式会社バイオフェイス 陶磁器や樹脂製品に使用する抗菌セラミックパウダーの製造・開発 京都信用金庫

2526110070 京都府 株式会社バイオベルデ 再生医療の実現化に必要不可欠な、細胞シート・生体組織の新規凍結保存液の開発 京都銀行
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2526110072 京都府 マイクロシグナル株式会社 高感度かつ外来ノイズの影響を受けない受光ＩＣの事業化 京都中央信用金庫

2526110076 京都府 株式会社藤岡製作所 難削材の微小径穴加工や小径深穴加工の低コスト量産化の実現 滋賀銀行

2526110079 京都府 株式会社コト 静電容量型タッチパネル対応の入力デバイスおよび検出ソフトウエアの試作、開発 京都銀行

2526110080 京都府 株式会社サイバーRC 切削工具リサイクル促進のための低価格・高機能NC工具再研磨機の開発 八幡市商工会

2526110081 京都府 株式会社名工技研 超硬切削技術を活かした超硬ダイスの短納期対応による受注拡大 八幡市商工会

2526110084 京都府 有限会社塔南製作所 停滞が顕著な工程改善による工数短縮と工程標準化事業 京都信用金庫

2526110088 京都府 株式会社本田味噌本店 味の数値化技術による発酵調味料（味噌）製品開発の高度化（高品質、低コスト、スピードアップ） 三井住友銀行

2526110093 京都府 株式会社ツヤデンタル 歯科技工のアナログ技工から技術の安定・定量化をはかるCAD/CAM技工へ 小杉税理士事務所

2526110097 京都府 日本電化金属株式会社 短納期・高付加価値対応型テフロン焼付加工設備導入事業 京都銀行

2526110103 京都府 株式会社魁半導体 チップコンデンサの被膜形成技術の開発 爲國淳史税理士事務所

2526110104 京都府 オリカ株式会社 圧倒的差別化を実現する、鮮度保持効果の高い紙器・包装資材の開発 京都信用金庫

2526110106 京都府 株式会社飯田照明 紫外線ＬＥＤを用いた、人と環境にやさしい樹脂及びインク硬化装置の開発 京都信用金庫

2526110111 京都府 株式会社アイキャスト 三次元造形装置による擬似天然歯模型の新規開発と世界市場での競争力強化 三菱東京UFJ銀行

2526110115 京都府 亀岡電子株式会社 高精度で液体を管理可能な燃料電池搭載用液面レベルセンサ開発事業 公益財団法人京都高度技術研究所

2526110117 京都府 CONNEXX SYSTEMS株式会社 鉄を燃料とする高エネルギー「シャトル電池」の気密機構の開発 公益財団法人京都高度技術研究所

2526110118 京都府 株式会社玉山工業 ものづくり企業連携システム等を活用した、一貫生産体制の強化による競争力向上策 アクセルコンサルティング株式会社
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2526110120 京都府 株式会社山岡製作所 超精密形彫り放電加工の高効率化技術開発 城陽商工会議所

2526110123 京都府 ティエムファクトリ株式会社 透明で軽い新断熱素材MYST（ミスト）を用いた世界初の透明魔法瓶の開発 公益財団法人京都産業２１

2526110124 京都府 田中精工株式会社 金型冷却システムによる高品位ダイカスト鋳造技術の開発 京都中央信用金庫

2526110125 京都府 株式会社ウエダ・テクニカルエントリ－ 機械・機器部品の精密化・軽量化の「反り取り」用研削工具の開発 京都信用金庫

2526110128 京都府 ニューリー株式会社 次世代立体対象物読み取り用スキャナー開発用設備の構築 京都銀行

2526110133 京都府 株式会社エスケーエレクトロニクス 医療現場での個体識別ニーズを解決する最適な極小RFIDタグの開発 京都御池税理士法人

2526110134 京都府 株式会社はーと＆はあとライフサポート 在宅高齢者における低栄養の予防改善支援事業 京都紫明税理士法人

2526110138 京都府 株式会社図司穀粉 米粉シュー生地冷凍半製品の開発 経営コンサルタント　竹内淳朗

2526110140 京都府 ヒロセ工業株式会社 最新精密自動平面研削盤導入による複雑形状研削の高精度高効率自動研削化技術習得 京都府商工会連合会京丹後市商工会

2526110143 京都府
株式会社真田
有限会社誠武農園

野菜のうまさや栄養を活かした商品開発で市場の活性化を図る 京都銀行

2526110146 京都府 株式会社ウィリルモバイル 無電池式非接触体温計と健康管理アプリケーションシステムの開発 中嶋聡税理士事務所

2526110149 京都府 佐々木化学薬品株式会社 ガラス洗浄剤／研磨剤のフッ酸などの混合薬品リサイクルシステムの新規開発 公益財団法人京都高度技術研究所

2526110152 京都府 株式会社毛戸製作所 航空製品の製造工程の再構築における国際競争力の向上と復権 京都銀行
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