
(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

2526210569 京都府 京都機械工具株式会社 複合手工具の省エネ接合型摩擦溶接の試作開発 三菱東京ＵＦＪ銀行

2526210578 京都府 株式会社京屋吉星 世界初のハイテクカーボン金箔屏風の開発 京都銀行

2526210587 京都府 吉川染匠株式会社 新機能素材と京都の伝統的な知恵と友禅染の技法を生かした機能性“夏きもの”の開発。 安井実税理士事務所

2526210589 京都府 株式会社三昌製作所 最新ワイヤ放電加工機導入によるパワー半導体精密部品製造の競争力強化計画 株式会社エフアンドエム

2526210597 京都府 西垣金属工業株式会社 デジタル式テーブルスポット溶接機の導入による新規顧客獲得と顧客満足度の向上 京都信用金庫

2526210605 京都府 株式会社森鉄工所 セパレータ専用スリッター高精度部品一式受注の新規参入 京都信用金庫

2526210611 京都府 京都飲料株式会社
他社にない「小ロット生産ネルドリップ方式」での自家焙煎珈琲店の美味しいアイスコーヒーＯＥＭ市場拡大のための洗
浄～充填～打栓一貫生産ラインの設置

京都中央信用金庫

2526210612 京都府 株式会社ハッピー 多機能複合型水系洗浄機の実機化による衣服の高品質な水系洗浄サービスの開発 京都中央信用金庫

2526210617 京都府 大洋エレックス株式会社 自動検査装置トータルシステムメーカーとして環境整備による企業価値向上 京都中央信用金庫

2526210618 京都府 荒川木工株式会社 高精度ＣＮＣルータ導入によるオーダーメイド家具・建具の生産能力向上及び低コスト生産計画 京都中央信用金庫

2526210620 京都府 はちぼく屋 多店舗展開を見据えた「自動精米店舗」の開発・モデル店舗づくり 京都中央信用金庫

2526210623 京都府 株式会社トステック ゲノミクス、プロテオミクスワークを支援するための全自動前処理装置の開発、商品化 京都銀行

2526210624 京都府 株式会社ベルテックス 細胞計数板の性能アップを目指す樹脂表面改質装置の導入 公益財団法人京都産業２１

2526210625 京都府 京都プラント工業株式会社 バイオマス燃料による廃棄物ガス化溶融処理プラント建設の海外展開 綾部商工会議所

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

２次公募　採択案件一覧（１０５件）
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2526210626 京都府 株式会社Ｈ＆Ｃ技術研究所 中小規模の食品・医薬品工場における着衣用ハンデイ吸引ブラシの開発 アドバンスト・エム株式会社

2526210628 京都府 株式会社アンド 高性能メンテナンスフリー自動はんだ付装置の開発 古川清幸税理士事務所

2526210630 京都府 タマヤ株式会社 多色ラベル印刷機等導入による販路拡大と応用技術による他分野市場への進出 京都銀行

2526210631 京都府 株式会社寺内製作所 航空機用複雑形状品の３Ｄ設計データを活用した検査能力向上と効率化。 清友監査法人

2526210632 京都府 北澤機械工業株式会社 ３次元加工による高精度化した精密部品及び金型の高速供給の実現 京都銀行

2526210634 京都府 有限会社綵巧 新型特殊装置及びコントローラー装置を独自に搭載させて自動力織機導入による新たな織素材の開発 あおぞら税理士法人

2526210637 京都府 株式会社西田惣染工場 高精度なインクジェットプリンター導入による競争力の強化 京都銀行

2526210639 京都府 有限会社ミネルバライトラボ 機能性材料の高純度・省エネ製造のためのマイクロ波合成システムの開発 南都銀行

2526210641 京都府 株式会社シゲノ 国内自動車内装部品縫製の多様化少ロット及び高精度化対策事業 京都北都信用金庫

2526210651 京都府 浅井プラパーツ株式会社 工程集約できる最新型機械導入しニーズ対応力の強化と受注増大 京丹後市商工会

2526210662 京都府 株式会社北斗プリント社 大学印刷需要におけるスクールカラーの極小ロット印刷最適化による競争力強化計画 京都銀行

2526210670 京都府 株式会社青木プラス 価格競争力強化のための歩留まり改善設備投資事業 滋賀銀行

2526210677 京都府 テック・ワーク株式会社 細胞等の培養研究における顕微鏡用の低コスト簡易循環型ＣＯ２ガス供給装置の開発 公益財団法人京都産業２１

2526210680 京都府 宇野株式会社 ホームファッション新ブランド「アンバイ」創設・育成計画 滋賀銀行

2526210683 京都府 株式会社昭和起重機製作所 中・大型クレーンの製造工程短縮、組立精度アップ 近畿大阪銀行

2526210685 京都府 株式会社グロ―バルメタルシンコウ 廃家電モーター等の完全分別・再資源化技術を用いたリサイクル事業 京都中央信用金庫

2526210686 京都府 尾池工業株式会社 フレキシブル有機デバイス用超ハイバリアフィルムの評価能力の拡充 公益財団法人京都高度技術研究所
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2526210688 京都府 株式会社谷テック ハイテンパイプ切断における丸鋸の寿命向上及びハイスピード切断に向けた開発 滋賀銀行

2526210690 京都府 東洋化工株式会社 高出力ＹＡＧレーザー溶接の微細溶接技術の確立 京都信用金庫

2526210691 京都府 三浦照明株式会社 明治から平成へ、環境に配慮した未来を担う和風照明器具の革新的変化 京都銀行

2526210695 京都府 株式会社シミウス 光ファイバを用いた劣悪環境下で使える長期信頼性の高いロゼットゲージの開発 公益財団法人京都高度技術研究所

2526210696 京都府 有限会社共栄歯車製作所 ＣＮＣ旋盤の導入による産業機械部品（歯研ウォーム）製造に関する生産性の向上、短納期化 京都信用金庫

2526210698 京都府 有限会社塚口鉄工所 ＬＥＤ照明器具本体の開発スピードＵＰとコスト競争力の強化 京都銀行

2526210699 京都府 柴田織物 織物デザインシステム導入による縫取ちりめんの販路開拓 与謝野町商工会

2526210704 京都府 株式会社阪口製作所 サーボプレスによる炭素繊維複合材の成型加工技術開発 京都信用金庫

2526210705 京都府 株式会社でんでん 京友禅技術を活用したスマホ・タブレット向け天然皮革アクセサリーの試作開発 京都信用金庫

2526210706 京都府 株式会社ＤＩＹ　ＳＴＹＬＥ 廃棄物・炭素繊維を利用した高性能建材の品質向上と量産化の実現 福邦銀行

2526210708 京都府 ＮＫＥ株式会社 重量物の搬送が可能な小型産業用多関節ロボットの開発 糸島貴裕

2526210709 京都府 ユーハン工業株式会社 最新式マシニングセンタ導入による新型機種受注及び生産体制強化計画 京都銀行

2526210710 京都府 新川精密 最新型ＣＮＣ自動旋盤導入による産業設備機器用等部品の生産体制強化計画 京都銀行

2526210712 京都府 塩見団扇株式会社 伝統産業品　京うちわ用挿し柄の製造業者廃業に伴う製造技術の移転・確立事業 京都銀行

2526210714 京都府 株式会社木村製作所 光学部品成形型の高精度化実現のため高精度三次元形状測定装置を導入し新規分野に参入する 公益財団法人京都高度技術研究所

2526210719 京都府 洲崎鋳工株式会社 ３Ｄ技術を利用した鋳物生産システムの構築による競争力の強化 篠田直明税理士事務所

2526210720 京都府 株式会社エーディーディー 製品検査における２Ｄ・３Ｄ方式カメラ同時画像検査装置による差別化の実現 京都中央信用金庫
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2526210725 京都府 三省カーボン株式会社 最新立型マシニングセンタ導入によるカーボン製品の高度化、短納期化等計画 大阪信用金庫

2526210731 京都府 株式会社タイヨーアクリス リベット接点カシメ　少ロット品新工法開発のための設備投資。 公益財団法人京都産業２１

2526210732 京都府 高由金属株式会社 高度精密加工に対応できる最新鋭設備の導入により高精度製品の製造を実現 京都銀行

2526210734 京都府 株式会社デンタルラボシャンツ 光学カメラによる歯科修復治療に対応するための　ＣＡＤ／ＣＡＭを用いた歯科技工の新たな取り組み 京都信用金庫

2526210736 京都府 岸紙工株式会社 連結型／直結型２トップ製函機製造システム構築による生産能力の増強 京都信用金庫

2526210738 京都府 株式会社キョークロ 環境対応表面処理技術の高度化と環境負荷物質管理の保証体制の構築 滋賀銀行

2526210739 京都府 五大エンボディ株式会社 発話困難者のための意思伝達支援システムの試作開発 京都税理士法人

2526210740 京都府 山口染工株式会社 世界基準の幅広生地に対応する捺染技術の確立 Ｊｕｓｔ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

2526210741 京都府 竹中罐詰株式会社 新しい解凍システム導入により、製造環境の大幅な向上を実現 京都北都信用金庫

2526210744 京都府 マイクロニクス株式会社 液体窒素タンクの自動化 京都銀行

2526210749 京都府 内田産業株式会社 急傾斜地工事向け超大型モノレール（積載量６トン）の試作機開発事業 京都信用金庫

2526210751 京都府 株式会社桂精密 高精度超硬工具用金型市場参入に向けた高精度工作機導入による生産体制の確立 ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

2526210752 京都府 株式会社エステン化学研究所 “海洋環境にやさしい”次世代型船底防汚塗料の開発 米田茂

2526210753 京都府 株式会社西尾製作所 学術的標本模型製作における新素材の導入と新たな成型方法の導入 京都中央信用金庫

2526210754 京都府 有限会社ファーミス 開発者向けシリアルプロトコルアナライザの開発事業 土橋幹浩税理士事務所

2526210756 京都府 株式会社トダコーポレーション 立体変形箱の試作開発による高付加価値箱の生産 京都信用金庫

2526210757 京都府 有限会社アドバンク 集客アプリの開発と最新製版機導入によるチラシ印刷システムの構築 ＦＭＢコンサルタンツ株式会社
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2526210760 京都府 株式会社辻製作所 「３Ｄモデル　データの活用による検査計測工程の自動化の実現と我国のサプライチェーンの強化」 京都銀行

2526210761 京都府 株式会社トライマント 自動制御による上下顎関節運動の再現と歯科実習対応の試作品製作 京都商工会議所

2526210765 京都府 株式会社ティーエーシー 低価格・携帯型ガンマ線スペクトロメーター（放射線測定分析装置）の商品化開発 京都信用金庫

2526210772 京都府 株式会社アドバン理研 ＰＳＡ方式　小型水素ガス発生装置の開発 八幡市商工会

2526210773 京都府 友岡化研株式会社 汚泥処分量の大幅減容を目指す、脱水機のアルカリ性洗浄剤の開発 八幡市商工会

2526210780 京都府 Ｄａｒｉ　Ｋ株式会社 カカオのナノ化技術による栄養機能食品の開発 京都商工会議所

2526210781 京都府 株式会社宇山金型製作所 医療用マイクロ流路金型の内製化による納期短縮及びコスト削減 税理士法人京都経営

2526210797 京都府 アクトファイブ株式会社 革新的な知能洗浄・知能乾燥能力を備えた産業用部品洗浄機の試作開発 株式会社エフアンドエム

2526210798 京都府 大原パラヂウム化学株式会社 グリーンイノベーション（ＧＩ）に伴うバイオマス原料を用いた繊維用機能性付与加工剤の開発 京都銀行

2526210799 京都府 株式会社形木原製作所 マシニングセンタ導入による部品製造サイズ大径化と生産性向上及び高精度対応 京都銀行

2526210802 京都府 宇治電器工業株式会社 情報処理を利用した高齢者医療システムの開発 京都銀行

2526210803 京都府 三和化工株式会社 熱圧成型の金型レス、小ロット試作を可能にする３Ｄ発泡プリンターの開発 公益財団法人京都産業２１

2526210806 京都府 菓子処喜久春 設備導入による、廃棄されていた小豆煮汁からの商品開発。 長岡京市商工会

2526210807 京都府 株式会社京マシナリー 縦型インライン式ガラス基板スリミング装置の開発 久保賢税理士事務所

2526210808 京都府 株式会社昭和リーブス 光学式検査機器を用いた異物同定検査導入による総合防除管理事業 朝来市商工会

2526210811 京都府 相川建工 コンクリート境界ブロックのモルタル目地詰用モルタル目地枠の試作・サンプル支給の実施 公益財団法人京都産業２１

2526210817 京都府 京テック株式会社 超精密プラスチック部品用金型の生産体制構築 公益財団法人京都産業２１
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2526210818 京都府 三和研磨工業株式会社 玉軸受用超仕上げ砥石の加工装置の導入 京都中央信用金庫

2526210819 京都府 西村陶業株式会社 ＰＣ・電子制御機器及び医用機器等向けセラミックス部品製作のための超精密研磨加工設備の導入 公益財団法人京都高度技術研究所

2526210821 京都府 バイオベース株式会社 ポリ乳酸樹脂の改質による新たな３Ｄプリンタ用モノフィラメントの開発 公益財団法人京都産業２１

2526210822 京都府 株式会社ベルクシー 医療用切削樹脂部品の高精度化と短納期対応の為の新技術導入 ものづくり補助金情報中心　西河豊

2526210823 京都府 内藤印刷株式会社 地域密着型事業の新商品展開のためのデジタル印刷システム導入による生産基盤強化 アクセルコンサルティング株式会社

2526210830 京都府 株式会社バネックスアイエス 単一候補自動変形方式文字検査装置の最先端機能の試作機製作 公認会計士・税理士三嶋事務所

2526210831 京都府 工芸工房鎚舞 切削彫刻機導入による一般体験者ジュエリー製作の高精度化の実現に向けて 京都中央信用金庫

2526210833 京都府 有限会社澤田製作所 新型ＣＮＣ旋盤を活用した製造工程集約による生産効率化およびコスト削減の実現 ＯＣＳコンサルティング

2526210841 京都府 株式会社サビア ４Ｋ用デジタルリマスターのための高速フィルムスキャナの試作 税理士法人広瀬

2526210843 京都府 アムズ株式会社 安価な小型軽量炭酸水製造装置の開発と医療・介護機関向けビジネスの構築 浅田会計事務所

2526210845 京都府 株式会社ウミヒラ ワイヤ放電加工機の導入による医療用器械の短納期生産ラインの確立 京都銀行

2526210846 京都府 株式会社キャンバス オンラインによる情報誌自動制作及びデジタル印刷ワークフローの生産体制の強化 京都銀行

2526210850 京都府 京都食品工業株式会社 廃棄食品ロスの低減を目指した京惣菜商品の賞味期限延長化の取り組み 京都税理士法人

2526210852 京都府 近藤自動車工業株式会社 ロ―ドサービスにおける緊急車両搭載型、急速充電キットの開発 京都銀行

2526210856 京都府 有限会社山栄フーズ 高級魚を安価に提供する釣り人・釣り船屋・釣り具屋との協業事業 東京中央経営株式会社

2526210858 京都府 有限会社田中製作所 ワイヤ放電加工機導入による、新ベント機構の開発及び夜間無人稼動体制の確立 京都信用金庫

2526210859 京都府 応用電機株式会社 大型基板等対応ハンダ付けオールインワンフロー槽導入による新事業進出 城陽商工会議所
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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

2526210860 京都府 株式会社プラズマイオンアシスト 高機能放熱部材用のセラミック粉体技術と製造装置の開発 公益財団法人京都高度技術研究所

2526210861 京都府 株式会社大平電機 大型モータの整備・再生技術の向上による新市場への挑戦。（負荷試験装置の導入） 京都北都信用金庫

2526210866 京都府 株式会社パリティ・イノベーションズ マイクロミラーアレイによる空中映像表示用結像光学素子の高機能化 南都銀行

2526210868 京都府 浅田製瓦工場 シルクスクリーン技術を用い、新たな価値を創出した京瓦製品の開発 植田会計事務所

2526210871 京都府 デ・ファクト・スタンダード合同会社 産官学連携スキームを活用した２次電池再生技術の高性能化と海外展開 京都中央信用金庫

2526210876 京都府 有限会社ノット ｋｎｏｔ　ｊａｐａｎｓｔｙｌｅ　ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ 岩崎税理士法人
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