
(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

2626110001 京都府 田中精工株式会社 部品加工の短納期化・低コスト化のため最新鋭機設備の導入と生産システム見える化 京都中央信用金庫

2626110004 京都府 サンエー工業株式会社 太陽光パネル用長尺フレームの製造における生産プロセスの革新 株式会社エフアンドエム

2626110007 京都府 株式会社吹野金型製作所 高性能ワイヤー放電加工機によるレンズ量産成形用多数個取り金型の高精度化 京都銀行

2626110009 京都府 株式会社吉田生物研究所 樹脂粘土の生産に機械化システムを導入し多用途高品質製品及び量産技術の確立 一般社団法人滋賀県中小企業診断士協会

2626110010 京都府 株式会社イー・スクエア 大気圧プラズマ技術を用いた繊維束表面の高速表面処理（親水化）装置の開発及び試作 京都信用金庫

2626110012 京都府 大和第二企業組合 理化学用ガラス器具製造の高精度化と省力化で顧客の課題を解決 京都商工会議所

2626110015 京都府 株式会社テックラボ・坂口 ガス分析機器・血液分析機器の部品となる高精度マニホールド部品の試作開発 京都中央信用金庫

2626110016 京都府 イズテック株式会社
段ボール梱包用ＯＰＰテープ（セロハンガムテープ）の先端部に切ると同時に折り返し部（タブ部）ができるカッター
の試作開発

公益財団法人京都産業２１

2626110018 京都府 株式会社オカモト工芸 「リユース筐体」の活用による遊技機筐体の再利用システムの展開 京都銀行

2626110021 京都府 宮本樹脂工業株式会社 段取り替え時間の短縮による多品種少量生産のビジネスモデルを構築 京都銀行

2626110022 京都府 株式会社アウルコーポレーション 「松葉がに」のサービス提供プロセスの改善と自社開発料理のブランド力強化 京丹後市商工会

2626110024 京都府 上香園 京都・宇治・和束産の「万能碾茶」による、やすらぎと健康の提供 和束町商工会

2626110026 京都府 株式会社オプト・システム 半導体レーザーにおける完全鏡面を得るための新型「へき開装置」の開発 アドバンスト・エム株式会社

2626110028 京都府 株式会社アトリエ彩紀 業界初の一貫生産体制の構築による染めと刺繍との融合デザインの開発・生産 京都商工会議所

平成２６年度補正　ものづくり・商業・サービス革新補助金
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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

2626110029 京都府 株式会社山本鉄工 最新型ＮＣ加工装置等の導入による社内生産体制強化での短納期、コストダウン実現 京都信用金庫

2626110030 京都府 新庄鉄筋鋼業株式会社 鉄筋曲げ加工設備導入による生産性・付加価値向上、新市場分野への進出 中兵庫信用金庫

2626110037 京都府 株式会社ユウコス デジタルプリンタによる壁紙製作の為の機器開発と壁紙のウエーブサイトでの販売 京都中央信用金庫

2626110038 京都府 マイコム株式会社 ブロッコリー自動収穫機の試作開発 石原会計事務所

2626110039 京都府 株式会社アテックス ＬＥＤヘッドランプ高性能冷却器製作用高機能樹脂省エネ成形機の導入 商工組合中央金庫

2626110040 京都府 株式会社阪村エンジニアリング 自動車部品加工用大型超硬パンチピンの高品質化と短納期対応 アクセルコンサルティング株式会社

2626110041 京都府 ヤマウチ株式会社 新たなゴム練りロール機の導入による多品種小ロット生産体制の確立 経営コンサルタント竹内淳朗

2626110042 京都府 株式会社ミズホ 脆性材料加工用超微粒砥石の開発 城陽商工会議所

2626110048 京都府 有限会社ＮＴＢ製作所 ＣＤスタッド溶接工程において最先端の生産システムを開発し、生産能力と品質の向上を図る 京都信用金庫

2626110050 京都府 有限会社昶栄 高精度工具研削盤導入によるチップソー研削の自動化及び短納期生産体制の構築 京都銀行

2626110051 京都府 株式会社バイオセレンタック 医薬品マイクロ・ニードル・アレイ治療システムの開発 ものづくり補助金情報中心

2626110053 京都府 有限会社エヌテック 金型の円筒研磨加工の高精度化（真円度１μ ｍ以下）ならびに金型の円筒研磨自動化の実現 八幡市商工会

2626110057 京都府 株式会社菊水製作所 回転式粉末成形機の耐腐食性強化回転盤加工技術開発事業 京都銀行

2626110058 京都府 株式会社ファーマフーズ ニワトリ由来抗体医薬品開発における品質評価システムの構築 辻本真也税理士事務所

2626110065 京都府 株式会社ナガオカ 耐震性とデザイン性を両立させる丸パイプ鉄骨加工における溶接技術の高度化 京都銀行

2626110066 京都府 アドコート株式会社 インライン型２色印刷機の導入（欧州化学品庁規制対応） 商工組合中央金庫
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2626110069 京都府 株式会社ナンゴー 精密真円構造品の複合加工による高精度化、短納期化技術の確立 京都銀行

2626110075 京都府 ロンドフードサービス株式会社 新冷却製法及び業界初となる品質表示によるより安心安全な高齢者個食宅配事業サービス 京都商工会議所

2626110076 京都府 伏見織物加工株式会社 自社ノウハウと毛焼き加工法の刷新による高品質な編物生地製造の実現 株式会社エフアンドエム

2626110078 京都府 株式会社衣川製作所 高精度マシニングセンター導入による精度向上とリードタイム短縮の取組 安田勝也

2626110079 京都府 株式会社細尾 西陣織の技術と天然繊維及び機能繊維を活用した高機能広幅ファブリックの開発と販売 公益財団法人京都産業２１

2626110080 京都府 藤原製本株式会社 オンデマンド印刷とＰＵＲ製本技術の融合によるワンストップ生産体制の確立 株式会社エフアンドエム

2626110082 京都府 信和印刷株式会社 「伝票印刷」技術に特化した中ロット対応型社内一貫生産体制の確立 株式会社エフアンドエム

2626110083 京都府 株式会社飯田照明 人と環境を守るウイルス分解ＬＥＤ照明 京都信用金庫

2626110090 京都府 株式会社メタルカラー 酵素分解による絹ペプチド量産化技術の開発 与謝野町商工会

2626110091 京都府 株式会社寺内製作所 航空機部品メーカー初となるオイルターゲット試験実施体制の確立 株式会社エフアンドエム

2626110093 京都府 黄桜株式会社 高品質で様々なニーズに対応可能なプレミアムにごり酒の生産拡大 京都商工会議所

2626110096 京都府 愛和金属有限会社 エコカーエンジンの金型製作の短納期化・高精度化による競争力強化計画 株式会社エフアンドエム

2626110097 京都府 株式会社エムアールサポート クラック、わだち、切削量のボリューム調査および縦横断調査のワンストップ化計画 株式会社エフアンドエム

2626110099 京都府 Ｂｉｏｌｏｇｇｉｎｇ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ株式会社 水産生物用・超小型電子標識タグの開発－最適なタグ形状及びタグ装着器具のデザイン－ 京都銀行

2626110100 京都府 株式会社松尾機型 デジタル時代のアナログ（汎用）機での能率向上によるリードタイムの削減 京都商工会議所

2626110101 京都府 株式会社京都シールレーベル 部分糊対応機による高品質・高精度な商品ＰＯＰシール生産強化計画 京都銀行
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2626110102 京都府 株式会社ティーアンドピー スペシャルトナーとカラーユニバーサルデザインに対応した「京風」小ロット観光客向けツール開発。 京都信用金庫

2626110104 京都府 株式会社京都タカオシン 高真空対応型低温から高温へ制御可能なペルチェ冷熱プレートの試作 京都商工会議所

2626110108 京都府 株式会社丹宇 木質系建築物の風合いを保ち高耐久な保護剤「タウンガード」の開発及び販売 京都銀行

2626110109 京都府 株式会社田中印刷 調肉（色合わせ）のデジタル化による大幅な生産性向上の為の事業 公益財団法人京都産業２１

2626110111 京都府 アテック京都株式会社 高速マシニングセンタ導入により微細高精度加工の時短を目指す 京都中央信用金庫

2626110112 京都府 株式会社西山ケミックス ユーザーニーズへの対応を目的として、ボトルネックの生産工程を解消する 京都銀行

2626110113 京都府 株式会社協栄板金工業 最新プラズマ切断機等の導入によるダクト加工の生産性・効率化の向上 京都商工会議所

2626110114 京都府 株式会社舞扇堂 小型・高性能の包あん機導入による京都クッキーブランド確立事業 京都銀行

2626110115 京都府 有限会社マサズミ印刷所 高精度製本機構による予備校教材の小ロット・短納期化プロジェクト 京都中央信用金庫

2626110116 京都府 株式会社ネオシスエイワ 劣化対策性能を革新的に向上可能なモルタル工法の開発 京都銀行

2626110118 京都府 イーセップ株式会社 規則性ナノ多孔質セラミック分離膜基材の試作開発 南都銀行

2626110122 京都府 洲崎鋳工株式会社 鋳物表面の品質向上による新たな顧客価値の提案 篠田直明税理士事務所

2626110123 京都府 トスレック株式会社 燃料電池自動車向け実装基板の信頼性、生産性及びトレサビリティーの向上 京都銀行

2626110128 京都府 株式会社松岡機械製作所
業界トップレベルの高速・高精度化を目指したリチウムイオン電池用フィルム塗工機の　要素技術開発と試作機の
製造

公益財団法人京都高度技術研究所

2626110131 京都府 株式会社ＫＯＹＯ熱錬 航空機部品の熱処理品質向上を目指した設備導入 公益財団法人京都高度技術研究所

2626110136 京都府 ＴａｋｕｍｉＶｉｓｉｏｎ株式会社 パターン認識機能搭載のインテリジェント小型赤外線カメラ機器開発 京都銀行
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2626110138 京都府 有限会社コテラ企画 ハイエンドデジタル及びバリアブル印刷サービスによる受注体制の強化 南丹市商工会

2626110145 京都府 株式会社兵藤製作所 曲面形状への高精度穴あけによる、国産リージョナル・ジェット機部品の不良率低下計画 株式会社エフアンドエム

2626110146 京都府 辰己屋金属株式会社 航空機産業向けパイプ加工品の不良率低減と形状の安定化 京都銀行

2626110149 京都府 株式会社京都製作所 高精度を維持しつつ、難削材加工の大型化へのチャレンジ 京都信用金庫

2626110151 京都府 有限会社トリビオックスラボラトリーズ マイクロナノバブルによるバイオフィルムの洗浄装置の試作 南都銀行

2626110152 京都府 有限会社清水製作所 高精密な医療機器部品の幾何公差と寸法公差の全数検査のプロセス改善計画 株式会社エフアンドエム

2626110153 京都府 株式会社サンエムカラー 色管理のデジタル化による美術品等の再現印刷技術の確立 京都銀行

2626110157 京都府 株式会社戸川 包丁不要、グリル不要「袋ごとレンジで西京焼」の開発・販売 滋賀銀行

2626110159 京都府 サンセイ医療器材株式会社 原材料から製造まで一貫したジャパンメイドによる製造ラインの構築 辰市祐洋税理士事務所

2626110160 京都府 株式会社船橋商店 アルミ合金板の高精度仕上げ切断と糸面取りによる高付加価値化技術の開発・試作 京都信用金庫

2626110162 京都府 株式会社栗田製作所 アグリ・サニタリー分野向けフロー式プラズマ殺菌・機能水製造装置の開発 京都信用金庫

2626110165 京都府 日本クリニック株式会社 かき肉エキスを用いた機能性成分探索と新規機能性食品の開発 公益財団法人京都産業２１

2626110168 京都府 株式会社ハシモト 連続モニタリング化自動横ピロー充填包装ラインの設計導入による生産性向上 京都信用金庫

2626110170 京都府 永島製作所 高精度が求められるアルミニウム部品の加工技術の開発 京丹後市商工会

2626110171 京都府 有限会社鶴翔 消臭で培ったノウハウを生かして、もみ殻や食品残渣を微生物の力で堆肥に変える循環型農村を目指す 京都中央信用金庫

2626110172 京都府 小林織ネーム株式会社 バリアブル印刷による短納期化、製造コストを削減し顧客満足の向上を図る 商工組合中央金庫
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2626110175 京都府 有限会社光村製作所 ＣＮＣ複合自動旋盤導入による高効率生産の体制構築 京都中央信用金庫

2626110176 京都府 松本酒造株式会社 燗をしてもフレッシュさを保持する純米日本酒の開発 西川哲也

2626110178 京都府 株式会社ミネヤマ精機 水素ステーション関連機器部品の特殊素材増産に対応した生産体制の確立 京丹後市商工会

2626110179 京都府 株式会社フジタイト 反射型光線式アクティブセンサーの開発およびＯＥＭ体制の確立 京都中央信用金庫

2626110180 京都府 株式会社ワイズ 一般店舗ショーウィンドを利用したデザイン性の高い高機能フィルムの拡販。 京都中央信用金庫

2626110182 京都府 ニューリー株式会社 次世代 立体物凹凸情報入力用スキャナー 開発用ステージの導入 京都銀行

2626110183 京都府 株式会社中島製作所 粉体特性検査機器導入による、粉こぼれのない高効率パッキング技術の開発 京都銀行

2626110184 京都府 ユアサ化成株式会社 インクジェットプリンターによるタッチセンサーシートの開発と販売 税理士法人みゆき

2626110185 京都府 招德酒造株式会社 「京都」から発信する最高品質純米酒の多品種小ロット向け製造工程改善と試作開発 京都銀行

2626110186 京都府 株式会社新生工業 当社商品の大型化を図り、顧客要望に応える事業 高橋健税理士事務所

2626110187 京都府 株式会社ミートショップヒロ 黒毛和牛一頭買い！セントラルキッチン化による加工・配送の効率化と商品開発プロジェクト 株式会社エイチ・エーエル

2626110188 京都府 株式会社ル・パティシエヤマダ 洋菓子店としての知名度と技術を活用した、独自性のあるパンの提供 京都信用金庫

2626110190 京都府 ながすな繭株式会社 クリキュラ繭セリシンパウダー製造技術の確立とそのパウダーを利用した商品の開発 京丹後市商工会

2626110191 京都府 あやべ印刷株式会社 最新型製本システム導入によるオーダーメイドフォトブック事業の展開 綾部商工会議所

2626110192 京都府 旭金属工業株式会社 真空蒸着カドミウムめっきにおける膜厚均一化条件の確立と洗浄工程の効率化 公益財団法人京都産業２１

2626110193 京都府 有限会社フクオカ機業 広巾シャットル織機のダイレクト計装化による試作ビジネスから本格生産体制へ 京都中央信用金庫
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2626110194 京都府 ＯＳＯ株式会社 橋梁の安全品質向上に対応した予防保全点検サービスのための設備導入 株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

2626110200 京都府 朝陽堂印刷株式会社 最先端紙面検査装置導入によるパッケージ印刷トレーサビリティサービスの実現 三菱東京ＵＦＪ銀行

2626110202 京都府 株式会社大平電機 永久磁石同期モータ（ＩＰＭモータ：超高効率モータ）の整備・再生およびモータ絶縁物の劣化診断事業への参入 京都北都信用金庫

2626110205 京都府 日本ニューロン株式会社 高機能フィルム成形用“スチール（シームレス）ベルト”の生産プロセス革新 南都銀行

2626110206 京都府 株式会社横井製作所 超高耐熱樹脂成形品の高精度及び低コスト化を目的とした自動化設備導入 滋賀銀行

2626110211 京都府 ワイエムシステムズ株式会社 新型豆類両面高精細外観検査装置の試作開発 公益財団法人京都産業２１

2626110212 京都府 植村株式会社 ＵＶプリンターを活用した生産性の向上と少ロットオリジナル商品の展開 京都商工会議所

2626110213 京都府 大東寝具工業株式会社 ＩＴ活用とものづくりを融合した高度なコンサルティング販売で快眠を実現する 京都商工会議所

2626110214 京都府 西田染工株式会社 単筒式スクリーン増設による市場が着目している差別化製品の本格生産 京都信用金庫

2626110216 京都府 株式会社ＣＡＰＡＢＬＥ 自動車用電子機器の耐熱性・耐震性の向上及び小型化を目的とした金型の開発事業 京都信用金庫

2626110217 京都府 巧美堂印刷株式会社 色校正出力補正システム導入による印刷工程での生産効率改善事業 京都銀行

2626110218 京都府 株式会社朝陽 開発力の拡大拡充で照明業界依存度１００％からの脱却 守口門真商工会議所

2626110228 京都府 株式会社三笑堂 地域企業の技術力を活用した介護商品の開発による新たな介護サービスの創出 京都銀行

2626110233 京都府 イーテック・プレシジョン株式会社 高精度高速加工機による３次元加工の基礎技術の確立と医療分野への進出 城陽商工会議所

2626110235 京都府 株式会社でんでん 世界で通用する基準をクリアした金銀箔レザー「ＨＡＫＵ－ＯＭＯＴＥ」のブランド展開に向けた試作開発 京都銀行

2626110240 京都府 西村陶業株式会社 半導体製造装置及び精密機械向けの高精密セラミックス部品開発のための設備導入 公益財団法人京都高度技術研究所
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2626110242 京都府 株式会社クロスエフェクト 市場投入材料による小ロット超短納期樹脂製品試作評価サービスの確立 京都信用金庫

2626110245 京都府 株式会社ゴビ 手指洗浄の実践状況を可視化するモニタリングシステムの開発 村井淳一税理士事務所

2626110247 京都府 ＣＯＮＮＥＸＸ　ＳＹＳＴＥＭＳ株式会社 既存の太陽光発電に後付可能な、発電効率改善専用リチウムイオン電池の開発 京都中央信用金庫

2626110249 京都府 阪村産業株式会社 最新ねじ切り加工機導入による製品多様化に対応した生産体制の構築 株式会社ダイワマネジメント

2626110250 京都府 株式会社名工技研 加工難易度の高い複雑形状のパンチピン加工の自動化に関する研究開発 八幡市商工会

2626110251 京都府 洛陽プラスチック株式会社 樹脂切削技術を応用して、他の材料を切削するための技術開発 宇治商工会議所

2626110253 京都府 株式会社扶桑プレシジョン 新型観光地向け合成写真プリント端末の試作開発 京都中央信用金庫

2626110254 京都府 株式会社渡辺商事 自動車精密部品の小ロット即納体制の確立 藪会計事務所

2626110256 京都府 株式会社大砲工業 他社が追随出来ない『住金基準』をも超える大型・高精度溶接技術の確立 八幡市商工会

2626110257 京都府 株式会社ＴＩＦ 樹脂・ゴム等の新素材を使った「次世代型ローラー」の機械加工の研究開発 八幡市商工会

2626110258 京都府 株式会社ヤマシナ ボルト用超音波軸力測定器と３ＤＣＡＤ／ＣＡＥの導入 滋賀銀行

2626110259 京都府 株式会社ＦＡトラステック 半田実装用金属端子の納期短縮及びコストダウン事業 京都信用金庫

2626110262 京都府 株式会社洛匠 小型アイソレータに自動培地交換機能付インキュベーターを組み合わせた装置の研究開発 京都信用金庫

2626110263 京都府 株式会社山本製作所 ワイヤーカット放電機導入による精密部品の高精度化及び生産効率向上事業 京都信用金庫

2626110264 京都府 株式会社広瀬製作所 ＣＮＣフライスを活用した生産プロセスの革新による生産力及び検査体制の強化事業 土橋幹浩税理士事務所

2626110267 京都府 荻野精工株式会社 ３Ｒ治具と生産管理システムを用いた高難易度多品種少ロット品の短納期生産体制の確立 京丹後市商工会
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2626110269 京都府 株式会社美山ウッドエンジニア 未利用バイオマス（木屑）を再利用、人工薪（ブリケット）製造・開発事業 京都信用金庫

2626110270 京都府 京テック株式会社 最適な加工方法の開発で価格競争に打ち勝つための生産体制の構築 公益財団法人京都産業２１

2626110271 京都府 株式会社京都デザインファクトリー 伝統的な「物」から切り離した和柄コンテンツのネットマーケティング事業 京都銀行

2626110273 京都府 株式会社峰山鉄工所 鍛工品製造管理を効率化する為の生産管理システムの導入による製造環境整備 京丹後市商工会

2626110274 京都府 ユーハン工業株式会社 新型性能検査装置の自社開発による新機種受注と新規市場開拓 京都銀行

2626110277 京都府 株式会社ユー・エム・アイ 自己粘着性パレット（ｆｌｅｘ ｃａｒｒｉｅｒ®）の革新的改善及び事業拡大 京都銀行

2626110282 京都府 株式会社アイステップ 熱硬化性樹脂成形 関連技術の高度化による事業拡大 京都銀行

2626110286 京都府 株式会社アロマジョイン ウェアラブル端末の香り制御装置開発 南都銀行

2626110287 京都府 株式会社ユー・ピー・ディー 服薬管理システムを活用した新しい薬剤管理指導サービスの開発 公益財団法人京都高度技術研究所

2626110291 京都府 株式会社向陵 市場要求が強い両面／真空昇華転写プリント加工システムの確立 京都銀行

2626110294 京都府 株式会社デザインハウス風 生産・ＭＤ・販売分析を統合したシステム導入による自社ブランド製品直販事業の展開 京都商工会議所

2626110296 京都府 有限会社ニタミズ工房 樹木の表面を再現した景観シート（製品名ネイチャーシート）の開発
ＮＰＯ厚木診断士の会／あつぎ活性化プロ
ジェクト

2626110299 京都府 グラスバンク株式会社 自動車用合わせガラス等のマテリアルリサイクルビジネスの構築 京都信用金庫

2626110302 京都府 株式会社山内製作所 次世代エネルギーや新素材の開発のためのチタン製真空チャンバーの試作 京都信用金庫

2626110308 京都府 株式会社井上製作所 省電力で、安心安全に対応した医療機関、介護機関向け配膳車の試作開発 アドバンスト・エム株式会社

2626110309 京都府 加地金襴株式会社 織り技術を活かした金襴生地等のデザインと商品の開発による販路開拓 京都商工会議所
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2626110311 京都府 株式会社ティー・ティー・ワイ 京都初、創業支援・開発支援・教育支援を行うレンタル工房事業の展開 長岡京市商工会

2626110312 京都府 東洋印刷株式会社 高速自動包装システム導入によるデータプリントサービス事業の生産基盤強化 京都信用金庫

2626110313 京都府 株式会社リハビテック 簡便な装着が可能なデニスブラウン型装具の設計・試作 公益財団法人京都高度技術研究所

2626110314 京都府 三景印刷株式会社 極小ロット冊子印刷需要に応える、オンデマンド機と上製本機の導入 与謝野町商工会

2626110315 京都府 株式会社筒井鉄工所 薄板溶接における高精度溶接技術の確立 みずほ銀行

2626110317 京都府 株式会社クレバー 花管理システムの構築による事業の効率化 藤原靖典税理士事務所

2626110319 京都府 株式会社エスケーエレクトロニクス 極低温保存細胞等の個体識別ＲＦＩＤシステムの開発 京都御池税理士法人

2626110321 京都府 有限会社上野機械工具 切削機械用刃物の刃型に対する高効率性加工技術の向上 税理士法人今西総合会計

2626110325 京都府 株式会社ウミヒラ 複合加工機導入による工程集約と生産性向上及び医療機器の高精度化事業 税理士法人今西総合会計

2626110326 京都府 株式会社Ｓｍｉｌｅｙ 高機能おにぎり「ライスバー」のバージョンアップと生産力ＵＰ 京都信用金庫

2626110333 京都府 西川化工株式会社 プラスチック工業用ファスナーの製造工程の簡素化（３工程⇒１工程）による新製品開発と 長岡京市商工会

2626110336 京都府 株式会社東光弁製造所 高性能ＣＮＣ旋盤機の導入による弁棒・スピンドル等長尺製品の量産化事業 京都信用金庫

2626110341 京都府 株式会社新日本電池開発 新素材「カーボンナノホーン」を使用したバッテリーの開発 京都銀行

2626110345 京都府 インフォニック株式会社 スマートフォンを活用した輸出荷物梱包作業の記録管理の効率化 滋賀銀行

2626110346 京都府 株式会社宇山金型製作所 マシニングセンターの生産効率向上に向けた自動ワーク交換支援装置の導入 税理士法人京都経営

2626110347 京都府 サンプラスチックス株式会社 ガルバノレーザーによる短納期かつ高品質なフィルム切断工法の開発と量産体制の確立 商工組合中央金庫
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2626110353 京都府 株式会社成和化学工業 今までにない高音質を実現するスピーカー振動板製造用射出成形機の導入 税理士法人京都経営

2626110360 京都府 ヨネ株式会社 超精密測定装置の導入によるボールバルブの革新的生産プロセスの確立 京都銀行

2626110363 京都府 株式会社服部商店 パルプを出発原料とするセルロースナノファイバー分散中間材の製造 京都銀行

2626110371 京都府 木下電子工業株式会社 農閑期に製造出来る「水稲用軽量固形培土の自動成形機」の開発と事業化 長岡京市商工会

2626110376 京都府 株式会社ニッシン 最新の造型技術を活用した生体近似の歯科模型の新規開発事業 三菱東京ＵＦＪ銀行

2626110381 京都府 株式会社ゼロ・サム 交通量に応じて自動的に開閉するアダプティブ交通遮断機の試作開発 谷税理士法人
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