
(受付番号順)

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

2526120155 京都府 日本ピアレス工業株式会社 高性能射出成形機等の導入によるプラスチック製笠懸け保護具の高精度化、量産化計画 株式会社エフアンドエム

2526120160 京都府 有限会社宮坂製作所 新型プレスブレーキの導入による実験用機械・治具等の高品質化・生産効率化計画 株式会社エフアンドエム

2526120162 京都府 アテック京都株式会社 ＣＮＣ画像測定器の導入により検査精度向上と時短による合理化を果たす 京都中央信用金庫

2526120164 京都府 大和技研工業株式会社 立形マシニングセンタ導入による研究開発・生産設備用の部品・治具の高精度、短納期、生産効率化計画 株式会社エフアンドエム

2526120165 京都府 株式会社日比勝染色 最新型インクジェットプリンターシステムを使用した染色技術の高精度化等、新分野開拓計画 株式会社エフアンドエム

2526120172 京都府 株式会社仲久 最新型検査機械導入による、光学レンズ品質保証における測定データ客観化、定量化計画 株式会社エフアンドエム

2526120173 京都府 有限会社塩田製作所 ファイバーレーザ溶接機によるアルミ材等の溶接技術開発、低コスト化、短納期化計画 株式会社エフアンドエム

2526120174 京都府 福井繊維工業有限会社 アパレルＣＡＤシステムと積層式自動裁断器ＣＡＭの導入による衣服裁縫品の高品質化・短納期化計画 株式会社エフアンドエム

2526120181 京都府 谷山歯科技工所 歯科用ＣＡＤ・ＣＡＭシステム導入による売上獲得計画 黒瀬税理士事務所

2526120182 京都府 株式会社アテックス 精密インサート成形による自動車軽量化用高性能プラスチック製品の試作 商工組合中央金庫

2526120184 京都府 コラジェン・ファーマ株式会社 抗がん剤感受性試験に有効ながん細胞立体培養用ペプチド試薬の開発 京都高度技術研究所

2526120186 京都府 浦谷エンジニアリング株式会社 試作コイル受注増・短納期化・コスト抑制のための開発設備の導入計画 黒瀬税理士事務所

2526120190 京都府 宮階織物株式会社 ハイブリッド横編機の導入による「新しい和装製品」の開発と提案 中野公認会計士事務所

2526120193 京都府 イーコット株式会社 アルミ形材の加工に関わる高精度・短納期・低コスト化計画 商工組合中央金庫

平成２５年度補正　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次公募二次締切　採択案件一覧（１８２件）
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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

2526120194 京都府 有限会社アクアテック 大幅な電力量削減とピークカットを実現する「エアポレーター」の開発と販売 京都中央信用金庫

2526120195 京都府 有限会社丸龍商事 自社設備（大型プレーナー）の改良によるリードタイム短縮化・短納期化の実現 京丹後市商工会

2526120198 京都府 河長樹脂工業株式会社 縦型インサート成形品に適したフレキシブルラインの導入 京都銀行

2526120200 京都府 株式会社ミズホ メタル（丸形）大型砥石仕上げ方法での新加工方式及び設備の技術開発 城陽商工会議所

2526120206 京都府 株式会社草川精機 ３Ｄスキャナー及びマシニングセンタの導入による試作・開発品の短納期化、低コスト化計画 株式会社エフアンドエム

2526120207 京都府 株式会社光伸舎 高速少数多列計数の開発 税理士法人京都合同会計

2526120208 京都府 株式会社タミヤ技建 構造物等の劣化改修工事の適用範囲拡大に向けた機械化とシステム開発 京丹後市商工会

2526120210 京都府 有限会社ウィルコンサルタント 『早い、簡単、高精度で安い』４拍子揃った地盤調査試験機器の開発 精華町商工会

2526120211 京都府 株式会社ＣＡＰＡＢＬＥ 高離型性金型の開発事業 京都信用金庫

2526120213 京都府 エリモ工業株式会社 バーコード付電子カルテシステムによる生産性向上と価値ある製品づくり 京都中央信用金庫

2526120216 京都府 株式会社光技術サービス 次世代カーナビ用曲面ミラー成形型の高精度高効率製造技術開発 京都信用金庫

2526120218 京都府 株式会社吹野金型製作所 ３次元ＣＡＭの先進化による超面精度ミガキレス加工への取り組み 京都信用金庫

2526120220 京都府 株式会社土井志ば漬本舗 横入れ充填機導入による千枚漬の品質向上と新規商品群の開発 京都銀行

2526120221 京都府 株式会社バイオセレンタック 臨床研究用ｂＦＧＦマイクロニードル・アレイ・チップの製造 京都銀行

2526120222 京都府 名神電機株式会社 「ＪＥＭ１４２５形　高圧スイッチギア」（以下、スイッチギアという）の試作開発から 京都産業２１

2526120223 京都府 株式会社菊水製作所 医薬向け錠剤の圧縮成形用金型の製造プロセスの改善 京都銀行
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2526120224 京都府 株式会社大日本科研 紫外から近赤外で動作する世界初の超広帯域液晶型空間光変調器の試作開発 向日市商工会

2526120226 京都府 日本ロジックス株式会社 近距離無線タグシステムによる認知症化予知システムにおける研究・開発 アイネックス税理士法人

2526120227 京都府 有限会社倉橋技研 流れ分析法へ最適化された簡便迅速な自動試料導入装置の開発 京都銀行

2526120231 京都府 株式会社足立製作所 最新立形マシニングセンタの導入による、産業用機械製造の低コスト化計画 株式会社エフアンドエム

2526120232 京都府 明誠技工株式会社 パワーモジュールの同一工場生産・低コスト化による対海外競争力強化計画 京都中央信用金庫

2526120233 京都府 安田染工 インクジェット捺染機導入による市場ニーズの変化への対応と省力化 京都商工会議所

2526120234 京都府 濱田プレス工藝株式会社 熱可塑性ＣＦＲＰの加熱プレス成形品の形状安定化と材料有効利用技術 田中会計事務所

2526120235 京都府 ミヅシマ工業株式会社 顧客満足度の高い樹脂製品を短い開発期間で製品化する事業 京都銀行

2526120240 京都府 松本酒造株式会社 日本酒の高品質化および高効率を実現する為の洗瓶・充填設備の設置 西川　哲也

2526120242 京都府 有限会社デコレ 細胞培養キャニスタ「ネオ・キャニスタ」の試作開発と販路の拡大 京都産業２１

2526120243 京都府 有限会社近藤鉄工建設 新規切断装置導入による、鉄骨材料の社内一貫生産体制の構築 京都銀行

2526120244 京都府 ウェッジ株式会社 繁忙期と閑散期で稼働率の異なるレンタルサービスの稼働率向上 中谷　隆夫

2526120250 京都府 株式会社中金 航空宇宙防衛アルミニウム部品への環境対応型皮膜の開発と現場導入 京都銀行

2526120252 京都府 愛和金属有限会社 エコカー・ハイブリッド車向け部品成型加工技術向上と生産性効率化 京都銀行

2526120256 京都府 株式会社ヤマコー プラダンケースの熱溶着加工による歩留りの向上、雇用促進、販路拡大 京都産業２１

2526120257 京都府 株式会社山城金型 射出成型機導入による金型製作工程プロセス改善事業 京都信用金庫
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2526120258 京都府 株式会社アライ 高付加価値つぶ綿の成形加工による多業種へ向けての資材開発 京都商工会議所

2526120259 京都府 株式会社積進 最新測定機の導入による、航空機部品の測定計測業務の高効率化 京都北都信用金庫

2526120261 京都府 小野甚味噌醤油醸造株式会社 味噌醤油の発酵技術を応用したジビエ調味料と地域特性を活かした製品開発 京丹後市商工会

2526120265 京都府 井口木材 最新のものづくり技術を活用した京都産木材高級お棺の試作と事業化 京北商工会

2526120274 京都府 サカエ産業株式会社 廃棄物焼却炉の灰出し機構の効率改善と焼却設備の生産性の向上 南喜隆税理士事務所

2526120275 京都府 株式会社フジタイト 防爆センサーにおける、開発から完成品製造までの事業化構築 京都中央信用金庫

2526120278 京都府 株式会社Ｊ・Ｐ・Ｆ ワイヤーカット放電加工機と３Ｄプリンターを用いた自動還流型培養装置の開発 京都中央信用金庫

2526120280 京都府 株式会社京都コンステラ・テクノロジーズ 医療品候補化合物ｄｅｎｏｖｏデザインシステムのグローバル対応試作開発 京都高度技術研究所

2526120282 京都府 トスレック株式会社 大型蓄電システム向け保護回路基板の実装品質及び生産性の向上 滋賀銀行

2526120284 京都府 株式会社ヨシダ 「碾茶（荒茶）用自動圧縮袋詰め機の開発」　※抹茶原料を碾茶と呼び精製前原料を碾茶の荒茶という 西河　豊

2526120287 京都府 有限会社サンジョー ＣＡＤ／ＣＡＭによる歯科補綴物の量産化と納期短縮化及び義歯維持装置の開発 奥村和義税理士事務所

2526120294 京都府 有限会社グッドウッドＫＹＯＴＯ 側弯症患者用オーダーメイド矯正装具の生産プロセス機械化による量産化の実現 京都信用金庫

2526120300 京都府 ジーティーアールテック株式会社 ガソリンエンジン等燃料供給系の燃料蒸散測定装置の開発と国際標準化への取り組み 宇治商工会議所

2526120301 京都府 ダイキ精機株式会社 金型成形加工におけるワイヤー放電加工力強化による強みの一点集中戦略事業 京都銀行

2526120302 京都府 有限会社榎原製作所 ワイヤーカットの導入による精密加工の生産能力強化／高付加価値化の実現 京都信用金庫

2526120304 京都府 株式会社ＤＦＣ フローケミストリー用途の特殊送液ポンプ開発 京都信用金庫
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2526120305 京都府 株式会社Ｋｎｅａｄ ３次元デジタルクレイモデラー等の導入によるフィギュア金型の生産体制の構築 株式会社エフアンドエム

2526120307 京都府 有限会社中川印刷 オフセット印刷等におけるフルオート製本及び即納対応システムの構築 京丹後市商工会

2526120308 京都府 株式会社エスエヌジー 粒状シリカモノリス技術を応用した高性能金属触媒捕集剤の製品化実現 京都産業２１

2526120310 京都府 株式会社西山ケミックス ゴム成型加工の事業継承とものづくりを日本に残す「金型引受けサービス」の展開 京都中央信用金庫

2526120311 京都府 ナレッジデータサービス株式会社 入力データ方式の独自システム化による事務・生産能力の向上 京都信用金庫

2526120313 京都府 株式会社日本出版 新事業展開のための最新型高速ＣＴＰ出力機導入による生産基盤強化 安藤税理士事務所

2526120314 京都府 ヨネ株式会社 水道システムおける大規模地震に対応した次世代型給水分岐金具の開発 京都銀行

2526120315 京都府 太陽機械工業株式会社 ホーニング加工による高精度歯車の実現と生産プロセス強化 商工組合中央金庫

2526120316 京都府 二九精密機械工業株式会社 高精度微細医療部品製作のための溶接・切断用ファイバーレーザ導入 京都産業２１

2526120318 京都府 株式会社井上製作所 サービス付高齢者向け住宅のＱＯＬを高める可搬型調理システムの開発 アドバンスト・エム株式会社

2526120321 京都府 株式会社坂製作所 省エネ・低騒音・小型　空気容量２０Ｌ／ｍｉｎ　コンプレッサーの開発 京都商工会議所

2526120322 京都府 合名会社関東屋商店 新充填機を導入し量り売り品質に近い製品開発と生産体制の構築 京都産業２１

2526120324 京都府 小野工業株式会社 プラスチックコアの市場獲得を目指すためのパイプ押出ラインによる試作開発 岡﨑熹敬税理士事務所

2526120325 京都府 株式会社ＦＵＫＵＤＡ 自動車用潤滑油での経験を活かし、工業油の新たな販売方式としてＩＢＣローリーサービスを展開 京都商工会議所

2526120326 京都府 内外特殊エンジ株式会社 高性能小型風力発電＆太陽光発電ハイブリッド装置の試作開発と実用化 京都産業２１

2526120327 京都府 株式会社ヤマシナ 電食しないＣＦＲＴＰ用インサートナットの試作開発 滋賀銀行
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2526120330 京都府 清水プラス株式会社 難加工素材を使用したコンデンサ試験装置向け新形状部品の開発 ジャスト会計事務所

2526120332 京都府 有限会社東洋精機製作所 薬剤粉末のタブレット成型機に使用される次世代高精度部品の生産及び研究開発 京都銀行

2526120335 京都府 株式会社ユウコス マイパッケージ（プレカット）・ネット販売事業「中小小売（特に食品）業者支援事業」 京都中央信用金庫

2526120336 京都府 東英産業株式会社 新規・ブラシ機能特性・測定技術の開発 南都銀行

2526120337 京都府 株式会社アナテック・ヤナコ 業界初の検出方法であるヘテロコア光ファイバー検出器を用いた環境計測機器の試作開発 京都高度技術研究所

2526120340 京都府 株式会社孫右ヱ門 碾茶の品質を維持した量産化及び低コスト化の実現及び販路拡大 市原会計事務所

2526120342 京都府 ＧＬＭ株式会社 新興国市場向け　日本発高品質エアロパーツの開発 京都高度技術研究所

2526120343 京都府 株式会社日豊製作所 環境・エネルギー分野の競争力強化のための　品質及び生産性向上計画 京都産業２１

2526120344 京都府 株式会社ベッセル福知山 既存の汎用機械をコンパクトマシニングセンターに変え、作業効率の改善を行う。 京都北都信用金庫

2526120345 京都府 株式会社黒坂塗装工業所 洗浄水の製造プロセス構築により高品質塗膜形成を実現し競争力強化 宇治田原町商工会

2526120349 京都府 株式会社宇治川製茶店 効率の良い黒豆生産方法 池田泉州銀行

2526120351 京都府 株式会社アクア 装置内組み込み型大気圧プラズマ洗浄装置”の開発及び実用化 京都信用金庫

2526120353 京都府 株式会社西村製作所 切断面専用観察装置導入によるリチウムイオン電池材料用切断機の性能、生産向上 京都商工会議所

2526120354 京都府 株式会社エーワンスプリング 耐久性及び防錆性を備えた新形状スプリングの開発 ジャスト会計事務所

2526120355 京都府 株式会社アイケイエス ＳｉＣモジュールを使用した電力インバータの開発と複合蓄電システムの商品化 京都中央信用金庫

2526120357 京都府 近畿測量株式会社 建設業における建設生産システムの加速事業 京都信用金庫
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2526120359 京都府 株式会社中川パッケージ 自動化装置によるウレタンフィルムを活用した環境に適合した梱包材の試作開発 アドバンスト・エム株式会社

2526120361 京都府 株式会社東和技研 地域防災拠点用再生可能エネルギー計測表示システムの開発 アドバンスト・エム株式会社

2526120363 京都府 株式会社山中精工所 極小半導体チップのマウンティングのための微細加工組立技術の開発 京都銀行

2526120366 京都府 常盤印刷紙工株式会社 印刷業界で京都初となる最新ＣＣＤカメラ搭載型レーザー機による競争力向上計画 京都中央信用金庫

2526120369 京都府 フクダ技研株式会社 ２次元ＣＡＤによるロボットの３面切断加工（ティーチング不要） 京都信用金庫

2526120370 京都府 京都美術化工株式会社 加工は印刷を救うＣＡＤ（キャド）システムによるパッケージ商品開発支援事業 京都中央信用金庫

2526120371 京都府 株式会社ヒット 過熱水蒸気を用いた有機廃棄物の処理装置（炭化・減容）の開発・製造・販売 京都商工会議所

2526120373 京都府 株式会社ケービーデバイス 防犯カメラシステムにおける機械動作不具合監視サービスの試作開発 京都高度技術研究所

2526120375 京都府 株式会社洛北義肢 医療用軟性コルセットのＣＡＤ／ＣＡＭシステムによる短納期供給体制の確立 京都高度技術研究所

2526120384 京都府 京都電子工業株式会社 安定器内ＰＣＢの非破壊迅速検知方法と仕分け施設の構築 京都高度技術研究所

2526120386 京都府 株式会社イー・ピー・アイ 外観検査装置開発による生産工程改善 京都銀行

2526120387 京都府 株式会社広瀬製作所 ３次元測定による精密板金試作の高精度化と、測定・検査リードタイムを１／１０に短縮 京都商工会議所

2526120388 京都府 株式会社栄養・病理学研究所 マイクロダイセクターを用いた顕微標本下での微量試料採取技術及び分析技術開発 京都銀行

2526120389 京都府 株式会社ＴＩＦ 今まで困難と言われた医療機械・産業機械部品の復元供給事業の本格的参入 八幡市商工会

2526120392 京都府 中嶋金属株式会社 新素材へのメッキ技術開発及びレアメタルリサイクル化技術の開発と実用化 京都信用金庫

2526120393 京都府 株式会社ドゥオモ 刺繍加工から縫製まで一貫した生産体制を構築するプラン 細谷公認会計士事務所
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2526120398 京都府 株式会社名高精工所 ウェイストゲートバルブ部品試作の短納期化、高品質化、高精度化　及び　量産化 京都銀行

2526120399 京都府 株式会社阪田製作所 マシニングの追加導入による高精度、短納期体制の基盤強化 京都中央信用金庫

2526120402 京都府 コスメディ製薬株式会社 美容医療オリジナルマイクロニードルの生産革新とそのグローバル展開 京都銀行

2526120404 京都府 株式会社色素オオタ・オータス 当社特許取得の感熱製版フィルムの紗張り加工サービス提供事業 京都信用金庫

2526120405 京都府 株式会社中嶋歯車工業所 多目的歯車研削盤の導入による受注拡大、高精度・少量生産体制の構築 滋賀銀行

2526120406 京都府 株式会社ワン・トゥー・テン・デザイン スポーツ・音楽分野等における（多人数参加型）イベント共有体験システムの開発 アイネックス税理士法人

2526120407 京都府 由利ロール株式会社 最新の複合加工機の導入による、エンボスロール製造の短納期、低コスト化計画 株式会社エフアンドエム

2526120408 京都府 京都電機器株式会社 スパッタ装置用ＤＣパルスパワーコントローラの開発 京都銀行

2526120412 京都府 株式会社ビーエムジー ステレオコンプレックスポリマーを用いた高弾性率分解性骨固定材の開発と創製 京都中央信用金庫

2526120413 京都府 株式会社髙倉有光社 ラッピング仕様の個性派自販機作成 京都銀行

2526120414 京都府 株式会社松井旅館本館 新ソフト・ハードウェア導入〔旅館システム入替（ＴＬリンカーン＋ＣＴＩ連動）〕 京都商工会議所

2526120415 京都府 小山精密 機械設備導入による金属精密加工の生産性向上と短期納期システムへの対応 京都中央税理士法人

2526120417 京都府 日本船舶表示株式会社 ３次元空間スキャナ計測と３Ｄモデル作製による船舶バラスト水処理装置工事の工期短縮・経費削減をする支援事業 芝信用金庫

2526120419 京都府 株式会社伊と幸 和装用絹織物を異素材と複合加工する空間装飾材「絹ガラス」事業 京都商工会議所

2526120423 京都府 佐々木機械株式会社 大型複合加工機による大型製本機部品の加工を可能とし、納期短縮・コスト削減を図る事業 井本篤志税理士事務所

2526120424 京都府 株式会社ケーアイエヌ 革新的消波材の技術・ノウハウの輸入販売 東京中央経営株式会社
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2526120427 京都府 ミヤコテック株式会社 プラスチック成形での「極細穴形状の安定成形技法の確立」による技術革新と事業拡大 京都産業２１

2526120431 京都府 株式会社モリアン 国産地域材（主に京都府内産材）を利用した加圧系＋含浸系の「２段仕込み」ハイブリット製法による不燃木材の製造 大阪信用金庫

2526120436 京都府 ＦＥＳ株式会社 ＥＰＳ加工製品の高性能化と３Ｄスキャナーによる検品のデジタル化で行う３Ｄデータの双方向活用 岩崎税理士法人

2526120437 京都府 有限会社市與
生産者と直結したＨＡＣＣＡＰ対応キッチンの開発現在保有不動産の２階にＨＡＣＣＡＰキッチンを創設して、確かな産地
の原材料を用いた青果素材の加工品を作る。

ものづくり補助金情報中心

2526120438 京都府 立石織物整理株式会社 高級織物地入加工工程への高速乾燥装置導入による高品質化・短納期化への対応事業 京都商工会議所

2526120439 京都府 株式会社成和化学工業 超微細医療用マイクロ流路製造のための射出成形機及び窒素ガス発生装置の導入 京都経営

2526120440 京都府 協和化成株式会社 液状シリコーンゴムと異材料との接着射出成形技術深化のためのインフラ拡充 中村修二会計事務所

2526120441 京都府 有限会社小林製作所 設備導入による、精密板金加工から精密機械加工までの一貫体制構築 長岡京市商工会

2526120442 京都府 有限会社トリビオックスラボラトリーズ 螺旋構造を利用した高効率マイクロナノバブル発生器の試作 京都銀行

2526120445 京都府 辰己屋金属株式会社 航空機向け切削部品加工の１ミクロン管理及び生産性向上 京都銀行

2526120447 京都府 株式会社光製袋工業所 スパウト（キャップ取付）プロジェクト 京都高度技術研究所

2526120451 京都府 山田化学工業株式会社 高機能樹脂前駆体の一貫生産体制構築 京都銀行

2526120454 京都府 株式会社アロマジョイン 映像・音響に合わせた無線通信制御型香り発生装置の開発 京都信用金庫

2526120458 京都府 株式会社田中製作所 複合断面形状体搬送部品の高精度加工法試作開発の為の設備投資事業 京都銀行

2526120459 京都府 株式会社ヴァロール 安心・安全でおいしい農産物を～非破壊式硝酸イオン濃度測定器の開発 京都産業２１

2526120460 京都府 株式会社ＳＤＩ 基材の狭ピッチ化、薄厚化を可能にするディップコーターの開発 由良会計事務所
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2526120462 京都府 株式会社山内製作所 次世代高密度ＦＰＤ製造装置部品の製作における高精度化と超短納期化 京都信用金庫

2526120467 京都府 天然色工房手染メ屋 極小ロット対応可能で高堅牢な革新的草木染手法の為の技術及び装置の独自開発と試作制作 京都商工会議所

2526120472 京都府 株式会社京都モノテック 高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）用樹脂製チップカラムの開発 京都産業２１

2526120473 京都府 共進電機株式会社 世界戦略型次世代高効率太陽電池検査システムの試作による事業化の実現 京都高度技術研究所

2526120475 京都府 富繁放電加工株式会社 高精度自動車部品の放電加工技術による表面改質技術の確立 京都中央信用金庫

2526120478 京都府 株式会社ゼロ・サム 耐熱防塵仕様のＬＥＤ広告表示板および広告表示システムの試作開発 谷税理士法人

2526120486 京都府 株式会社横井製作所 超高機能樹脂成形品の高精度低コスト化を目的とした高速射出成形用設備導入 京都中央信用金庫

2526120488 京都府 株式会社陶葊 京焼における「交趾（こうち）」の成型工程機械化による新商品の試作量産化 京都信用金庫

2526120489 京都府 株式会社豊運 超耐火用建築建材（ＦＰパワーボード）の試作開発及び新設ライン導入プロジェクト 北陸銀行

2526120498 京都府 株式会社産研電機製作所 高精度・短納期化を実現させるための生産システムの構築 京都中央信用金庫

2526120504 京都府 株式会社オットー 町家旅館向けいつでもどこでもあなたの言葉のコンシェルジュシステムの開発 京都高度技術研究所

2526120505 京都府 有限会社神工建設 ベニヤはがし機を核とする木製型枠パネルの３Ｒによる循環型システムの構築と推進 城陽商工会議所

2526120506 京都府 株式会社中藏 ３次元ＣＡＤと環境シミュレーションによる住まいの「次世代対応型温熱環境デザイン」の実施 京都高度技術研究所

2526120508 京都府 株式会社テクノブレイン 航空機操縦訓練用フライトシミュレータ・新コアシステム試作 滋賀銀行

2526120511 京都府 株式会社最上インクス 多品種少量向け薄板金属フィン製造工法の革新による徹底した差別化 京都商工会議所

2526120517 京都府 株式会社半兵衛麸 京都・伝統食材「麸」を次世代に繋げる為の新製品の製造体制と販路拡大 京都中央信用金庫
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2526120518 京都府 株式会社金森製作所 新型プロファイル研削盤導入による加工工程の全自動化とそれによる生産性向上 ひかり税理士法人

2526120519 京都府 株式会社スプレッド 植物工場機械化促進事業“出荷準備室作業の機械化” ひろせ税理士法人

2526120520 京都府 インフォニック株式会社 企業向け福利厚生サービスにおける「合成動画エンコーダ及び配信システム」の開発 三井住友銀行

2526120521 京都府 ハムス株式会社 世界初、人毛及び人工毛によるオーダーメイド品カツラ植毛機械の開発 京都中央信用金庫

2526120523 京都府 株式会社ＴＩＫＵＳＯＮ プリント基板製造工程における直接描画装置を全自動化にするマテハン機の開発 京都中央信用金庫

2526120525 京都府 株式会社金生堂 最新型精密抜き加工機導入による極小ロットパッケージ市場の開拓と競争力強化 京都信用金庫

2526120526 京都府 大榮工業株式会社 新型水圧転写（カールフィット）印刷機の開発 京都経営

2526120527 京都府 リンクル株式会社 輸入機械に頼っていたチョコ撹拌タンクを製造、一般販売する。 京都中央信用金庫

2526120528 京都府 有限会社サンスピードプリント 自分だけのオリジナル冊子を１冊だけ製本するシステムの確立 岩崎税理士法人

2526120529 京都府
株式会社イトミック環境システム
株式会社エコファクトリー

ＣＯ２冷媒給湯併用熱源による輻射式暖房システムを開発する事業 八幡市商工会

2526120531 京都府 サンプラスチックス株式会社 レーザーカット式　Ｉ　Ｍ　Ｌ　容器製造装置　開発　（超薄膜ラベル装着容器製造用） 精華町商工会

2526120532 京都府 株式会社渡辺商事 航空機部品参入に係る高品質体制及び即日納品体制の構築 藪会計事務所

2526120533 京都府 リッジクリエイティブ株式会社 マンガ・アニメと融合するプロジェクションマッピングの高度化による潜在顧客の開拓 京都商工会議所

2526120534 京都府 サント機工株式会社 中・大型鋳物製品の多品種・小ロット品加工へ更に特化していく為の設備増強 岡田博税理士事務所

2526120535 京都府 株式会社京都サッス 高精度ベンダーマシン導入による社内一貫生産体制の確立と品質の向上 和田卓也税理士事務所

2526120540 京都府 オークラ産業株式会社 高精度・短納期要求及び価格競争力強化対応体制構築事業 京都信用金庫
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2526120545 京都府 クラブコング株式会社 スポーツ用自転車ペダリング技術の計測および向上支援事業 京都中央信用金庫

2526120546 京都府 株式会社三嶋製作所 高精度量産加工対応型転換による経営強化事業 滋賀銀行

2526120550 京都府 株式会社和光舎 職人の技術とデジタル加工技術の融合による次世代佛具「精彩プリント打敷」の開発 京都商工会議所

2526120552 京都府 ＲＯＣＡＲｅＴＡｆｏｒｈａｉｒ 女性がん患者さんの美意識をサポートする美容ケア事業 税理士法人アクセス

2526120555 京都府 株式会社大石天狗堂 自動裏貼り機を導入し手作り感のあるかるたの試作開発と生産性向上 京都産業２１

2526120557 京都府 株式会社知能情報システム 多段型クリニカルパスを用いたベッドコントロール最適化ソフトウェアの開発 西川公認会計士事務所

2526120558 京都府 株式会社エイポス インクカートリッジ式インクジェットプリンターの開発 京都銀行

2526120561 京都府 株式会社ゴビ スマホとＩＣタグを使った聴診トレーニングシステムの開発 村井純一税理士事務所
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