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はじめに
ものづくり・商業・サービス補助金は、平成24年度補正予算事業以降、制度内容を
変えながら、のべ７万社以上の中小企業等の設備投資等を支援してきました。この間、
京都府中小企業団体中央会では、本事業の地域事務局として、京都府全域のものづくり・
商業・サービス関係の中小企業・小規模事業者を対象に、公募から採択、補助金申請及
び交付決定、事業実施、完了、実績報告及び補助金支払、そして事業化状況報告まで一
連の業務を行うことで、採択事業者に本事業実施の支援をして参りました。
令和２年になり、COVID-19（新型コロナウイルス）の感染拡大により、製造サプラ
イチェーンの寸断、輸出低迷、緊急事態宣言による外出自粛等により我が国経済は未曽
有の影響を受け、大きな落ち込みが生じました。これにより、社会生活のあり方や働き
方などが大きく変わる可能性があります。しかしこのことは一方で、新たな成長機会が
芽生えたとも言えます。
この成果事例集が、持ち前の創意工夫と機動力を生かし、新たな価値を生み出し、地
域経済、ひいては我が国経済の回復、成長の原動力となるべく、新たな販路開拓や試作
開発、革新的事業及び設備投資等にチャレンジしようとする中小企業・小規模事業者の
皆様にとって参考になりましたら幸いです。
結びにあたりまして、本事業実施に多大なご指導・ご協力をいただきました国をはじ
めとした行政関係、全国中小企業団体中央会、そして、本事例集作成にあたり聞き取り
等にご協力いただきました掲載事業者様に厚くお礼申し上げます。

令和２年12月

京都府中小企業団体中央会
（ものづくり補助金地域事務局）
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事例編
成果 25 事例

目的

国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出し、革新的
な設備投資やサービス・試作品の開発を支援し、ものづくり産業基盤の底上

げを図るとともに、経済活性化を実現することを目的として実施した「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」
、
「平成 26 年度補正もの
づくり・商業・サービス革新補助金」
、
「平成 27 年度補正ものづくり・商業・サービス新
展開支援補助金」
、
「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」
、
「平成 29 年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」および「平成 30
年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の成果について、京都府地
域事務局が補助事業者の事業実施後の活動状況等を調査・把握し、その成果を内外に発
表することを目的としている。

主たる調査項目

補助事業の目的、取組のきっかけ
補助事業の取組内容
補助事業の成果と今後の展開
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「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」成果事例

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
熱間鍛造素型製造業界にこれまであまり導入されていない電子ビーム加工機を導入し、エコカー自動車加工部品精密度
ＵＰと生産性の効率化を図る。また同業界での金型成型から研磨までの一連製造工程の受注獲得を目指す。

代表者

吉浪

設

昭和 61 年 7 月 1 日

TEL / FAX

TEL. 0772-64-4708 / FAX. 0772-68-0732

20,000 千円

E-mail

aiwa_yoshinami@hotmail.com

従業員数

10 人

得意分野

業

金属製品製造業

小型精密型打鍛造品製造、金型設計製造、電極製作、単品加
工、各種試作品製作

立

資本金
種

和也

主要取引先

企業概要

所在地

目的、取組のきっかけ
◆ 背景

主要製品は、自動車（4 輪・2 輪）エンジン部品・自動
車オートマッチックトランスミッション部品・安全帯接続
部品、チェーンブロック等で製造加工しています。
近年、エコカーのフィット等ハイブリッド車の販売が好
調な影響もあり、部品製造の受注は好調であります。しか
し現在の設備では受注のすべてに対応することが困難であ
り、一時的に雇用を拡大し、臨時増産体制で対応した経緯
がありました。
今後も海外展開等が伸びて、長寿命金型の需要があるこ
とから、その対応が求められました。

〒 629-2522 京都府京丹後市大宮町三重 470 番地

立し、取引先の海外生産加工部品の受注を計画してまいり
ました。
熱間鍛造素型製造業界では導入設備に限界があり、金型
成型から製造するケースは少ないです。その為、同業界で
は高精密な金型成型はニーズがあります。同業界から金型
成型から研磨の一連作業の受注獲得を目指します。
◆ 品質向上について

＜従来の加工作業＞
従来は手作業にて金型を研磨するため金型仕上がりにば
らつきが発生。完全な鏡面加工を行う事は時間的に難しく
妥協点を探るのが難しかったです。

当社は、昭和 56 年創業より京丹後に本社を置
き、熱間鍛造素型製造に携わり、常に新しい技術
開発・小ロット生産・短期試作品製作等、中小企
業の利点を生かし、大手自動車メーカー（ホンダ・
スズキ等）のエンジン部品等を製造してきました。

会社の社屋

主要製品

各種鍛造製品

ません。さらに表面を微細溶解させるため微細な亀裂（ク
ラック）が修復され金型寿命の向上が見込めます。
金型表面の応力が除去されるため鍛造中の金型表面亀裂
（クラック）を防止する事が出来ます。
＜電子ビーム導入の工夫＞
㈱ソディック電子ビーム PIKA 面加工装置 PF32B 導入
後の真空チャンバー内のアルゴンガス濃度やビームの回数
の試験を何度も実験することで、鏡面加工と耐久性が保て
るまで、多くの時間を要しました。電子ビームを活用した
研磨加工の事例がなく、大変苦労しましたが、他にはまね
のできない成果が出せるようになりました。

プレス機等作業

担が低減しました。
電子ビーム表面加工を行った金型の中には離型剤を使用
しなくても加工できる物がある事が分かり、離型剤を散布
する作業を省略できる機種も出てきました。
離型剤は金型離れを向上する代わりに製品表面を悪化さ
せる特性があり、離型剤を削減する事により不良率を約
１％削減する事に成功しました。

鏡面加工後

◆ 今後の展開

導入電子ビーム機

手作業研磨

＜電子ビームでの加工＞
電子ビームを金型表面に照射し、表面を微細融解させま
す。微細融解により表面の凹凸が無くなり鏡面仕上げとな
ります。全自動で行うため仕上がりのばらつきが発生し

◆ 取組概要
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サーボスクリュープレス、フリクションプレス、
マシニングセンタ、３次元CAD／CAM、NCワイ
ヤーカット、NC放電加工機、NCフライス盤等

鏡面加工前・放電地肌

取組内容
当社はこれまで業界にあまり導入されていない『電子
ビーム表面加工機』を導入し、加工の高品質化・高効率化
を目指しました。生産性を効率化することで量産体制を確

主な保有設備

自動車（4 輪・2 輪）
エ ン ジ ン 部 品・ 自
動車（4 輪）オート
マチックトランス
ミ ッ シ ョ ン 部 品・
安 全 帯 接 続 部 品、
チェーンブロック
等を製造加工

◆ 当社課題

受注増加に伴い、熱間鍛造職人を急に確保することは困
難であり、現状の設備では注文すべてを獲得することが困
難です。
作今、
自動車部品製造は大量生産・低価格を実現する為、
海外での生産にシフトしている部品も多く、当社は加工に
ついては長年の実績から信頼と高い評価を受けているもの
の、低コスト化は急務です。
製造過程で必要となる金型研磨について現状は、手作業
で対応しているが、製品の品質を一定に保持することは難
しくばらつきがあり、更なる改善が必要となります。
展示会において、電子ビーム加工機に出会い、当社の課
題解決の加工に応用できないかの発想がひらめき、今まで
にない加工方法にチャレンジしました。

㈱日進製作所、エクセディ―精密、相模金属等

電子ビームイメージ

成果と今後の展開
◆ 成果

㈱ソディック 電子ビーム PIKA 面加工装置 PF32B を購
入し、金型加工を行った結果、電子ビームが届く深さの製
品が有効な機種においては手作業で行っていた研磨工程を
完全に廃止する事が出来ました。
今まで手作業で２時間程度かかっていた作業を５分程度
の段取り時間で終わらす事が出来るので作業者の負担を低
減する事が出来ました。
金型作製工数においても１時間程度の時間削減が行えた
ので、５％のコスト削減が行えました。
金型の精度が高まり、生産工程でも鏡面加工を行った機
種において不良率が１％程度減少したため、検査工程の負

現在、新金型工場を建設しており、生産性向上とさらな
る IT 化を進展させます。社長がシステムエンジニア出身
でもあり、現状も作業指示書等をタブレットに入力して
ぺーパレス化を図っています。作業環境を良くして、人材
不足も、女性等の活用で乗り切る計画です。
新規事業としては熱間鍛造用金型と共に、冷間金型・プ
ラスチック金型等のテストを行い、新規分野にも進出を計
画しています。

電子ビーム機にタブレット（ペーパーレス化の実践）

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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「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」成果事例

有限会社 アクアテック

企業概要

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
全く新しい空調機の省エネとして、大幅な消費電力量削減とピークカットを実現する、気化式冷却装置「エアポレーター」
を開発しています。
需要者のニーズに応じた、
革新的な省エネシステムを提供することで真夏の電力事情に大きく貢献します。

主要製品

管工事業における、空調衛生設備の新事業として、水冷
式の気化式冷却装置である「エアポレーター」を開発。空
調室外機追設型の省エネ装置の設計、販売から施工、メン
テナンスまでを一貫して行っています。

主要取引先
スーパーマーケット

代表者

代表取締役

設

所在地

〒 615-0871 京都市右京区西京極東衣手町104 番地

平成４年８月１日

実施場所

〒 601-8348 京都市南区吉祥院観音堂町１９番地

資本金

3,000 千円

TEL / FAX

TEL. 075-314-4444 / FAX. 075-314-1084

従業員数

3人

E-mail

dsb@dsb.co.jp

業

管工事業

得意分野

立

種

浜野

良平

目的、取組のきっかけ
日本の電力事情において、夏場の省エネは大きな課題と
なっています。
一般的な建物の電力消費エネルギーのうち、
空調設備が占める割合は約45％とされ、特に近年、地球
温暖化や原子力発電所の維持管理などの課題による夏季の
冷房需要期の電力不足が顕在化しています。したがって、
最も普及している空冷ヒートポンプ式エアコン（以降「空調
機」と記載）の省エネルギー化ができれば、社会全体の電力
消費量を抑える効果は非常に大きなものとなります。
そこで、当社は革新的な空調機の省エネ装置「エアポ
レーター」を開発しました。
本事業の目的は、需用者の設置費用・償却年数・環境に
応じた省エネ装置を開発・販売することで、日本で節電が
最も必要とされる真夏の電力事情の課題解決に貢献するこ
とです。
◆ エアポレーターの仕組

エアポレーターは、ポンプ・配管・特殊構造フィルター
で構成される極めて簡素なシステムで、既設の空調機、冷
蔵および冷凍機の室外機にも簡単に追加設置することが可
。
能です（図表１参照）
エアポレーターを空調機の室外機の吸気口に追加設置す
ると、エアポレーターを通過する空気が、水の気化潜熱に
よって下がります。室外機の吸気温度が下がることによ
り、空調に使う冷媒の冷却効率が向上し、冷媒コンプレッ
サーの所要動力が低
（図表 1）真夏の運転状況
減するため空調機の
消費電力を下げるこ
とができます。つま
り、室外機の給気温
度の最も高い７・８・
９月が６月の平均気
温に推移し、
「夏がな
くなる」ような効果
が得られます。
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エアコン・冷凍庫の省エネシステム「エアポレーター」

省エネシステム：関連特許 12 件取得済
（特許出願中５件、実用新案１件、商標登録２件）

◆ 強度確保とメンテナンスの課題

エアポレーターの蒸発フィンには、大気中の塵芥を捕捉
する効果があるため、これらの汚れや、蒸発によって析出
する水中のカルシウムやシリカが付着します。これらの頑
固な付着物を除去する必要があるため、メンテナンス時に
高圧洗浄などによる清掃作業に耐える「強度確保」が必要
となり、メンテナンス作業にも多大な労力を要するという
問題がありました。

取組内容
◆ 試作開発のコンセプト

エアポレーターの能力は、試用実験において実証されつ
つあるものの、製品としては開発途上にあり、販売できる
レベルを満たすために、さらなる実験や検証が必要でし
た。また、エアポレーターは既設の空調機器に付属して初
めて効果を確認できる製品であり、単独で効果が成り立つ
製品ではありません。そのため、本事業の取組は製品とし
て精度を高めるための実験であり、自社の作業場だけで
なく協力企業２社を含む計３カ所で以下の実験を行いまし
た。
① 製薬会社の工場
設置方法と通水方法の改良と確立
② スーパーマーケット
電気配線・計装（警報の発信）の改良と確立
③ 当社作業場
エアポレーター本体構造の改良と確立
◆ 従来技術・製品との差別化

エアポレーターは、室外機のアルミフィンに直接水を掛
けないため、アルミフィンの直接劣化が発生しません。ま
た、エアポレーターの濡れたフィンが塵芥を捕集するた
め、アルミフィンの汚れを防止する「水フィルター効果」
も得られ、室外機の効率低下を抑止する効果
も同時に得られます。
また、空調室外機の吸気を冷却するために水を循環させ

ているため、補給水は気化した分だけとなり、既存の吸気
の冷却方法と比較して格段に使用水の量を削減できる優位
性があります。京都市水道局と協議の結果、補給水は蒸発
するため、水道料金の中の下水道料金が免除されることに
なりました。
（図表 2）室外機の吸気温度の低下
さらに、室外機の吸
気温度が下がることに
よって冷房効率が上が
るため、室外機の冷媒
コンプレッサーの稼働
率が下がり、コンプレッ
21.1℃
41.9℃
サーの寿命が延びるこ
とも期待できます。

成果と今後の展開

の二酸化炭素排出量も削減と併せて環境面の観点において
も、優位性のある商品と言えます。
（図表 3）エアポレーターの使用前後の消費電力
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（図表 4）エアポレーターの省エネ効果

従来の

12.5%減少

◆ スーパーマーケットでの実証結果

年間電力料金が約3,900万円のスーパーマーケットの空
調機の90％にエアポレーターを設置した結果、装置内の温
度が下がり、消費電力を削減することで１年間の電気料金を
5,385,792円削減できました（図表3参照）
。
年間消費電力量としては、６～ 10月の５ヶ月間の運転で
193,182kwh/ 年の省エネとなりこの量は、一般家庭約50
軒分の年間消費電力量に相当致します。
この消費電力量を最新のメガソーラー事業と比較した場
合、89,000㎡の広大な敷地に設置されたソフトバンク京
都ソーラーパークの予想年間発電量4,200,000kwh/ 年の
1/21にもなります。
さらに、エアポレーターは、その省エネ効果を、夏の最
も暑い時期、すなわち、電力会社の節電要請の高い時期、
時間帯において最大能力を発揮します。したがって、日本
の電気事情で課題となっている「夏場のピークカット」に大
。また、エアポレーターは、
きく貢献します（図表4 参照）
低廉な材料で構成され、構造もシンプルであることから、
機器の製造・維持・廃棄に伴う環境への環境負荷が小さい
商品であり、
「省エネ」による地球温暖化ガスである発電所

◆ 事業成果とさらなる改善に向けた構想
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実証試験により、エアポレーター本体（蒸発用フィン）の
材質を廉価な紙材に変更し、蒸発フィンを定期的に交換す
ることで、蒸発フィンの「強度確保」とともに清掃作業がほ
とんどなくなり、メンテナンスを大幅に簡略できました。さ
らに、撤去したフィンは、有用資源としてリサイクルできる
ことも確認できました。
現システムでも省エネ効果は確実に出ていますが、さら
に構造を含む設置方法の向上や本体素材・形状の変更も含
め、社外ネットワークを広め、集まったデータを活用しつつ
最適化を図っています。
今後は、エアポレーター本体と主要部品の生産体制を強
化し、ビジネスが拡大することによって、多数設置された
エアポレーターに対して、監視カメラ等でメンテナンス作
業を一元管理する仕組を検討しています。

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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「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」成果事例

株式会社 伊と幸

企業概要

主要製品

昭和６年に創業した和装用絹の白生地メーカーです。

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
京都の和文化、 和装美を象徴する絹織物からガラス製、 樹脂製、シート製等のインテリア建築資材へ。 伝統的繊維材料と異

承華縮緬（色無地用紋意匠縮緬）・天蚕訪問着・御戸代・駒無地・

生地の企画から手掛けており社内図案家によるオリジナ

駒雲井等の高級染加工用白生地

ルの紋様が大きな特徴です。また国内の養蚕農家と契約

絹ガラス・絹アクリル・絹障子

し、純国産にこだわって製造した製品は高い評価を得て
おり、皇室からもご用命を賜っています。

質素材とを複合加工する技術高度化による「おもてなしのものづくり」
代表者

北川

設

昭和 25 年 4 月 22 日

立

幸

資本金

99,000 千円

従業員数

14 人

業

種

製造業
（絹織物の製造加工およびその販売）

所在地

〒 604-8176
京都市中京区御池通室町東入竜池町 448-2

TEL / FAX

TEL. 075-211-2361 / FAX. 075-256-2818

URL

https://www.kimono-itoko.co.jp

E-mail

support@kimono-itoko.co.jp

得意分野

和装用白生地および絹ガラスの製造販売

目的、取組のきっかけ
◆ 和装から、絹で空間を装わせる建築資材へ

◆ 試行錯誤の開発事業

当社は絹の白生地メーカーです。和装市場が縮小してい
く中、着物をお召しにならない方にも当社の絹の美しさを
どのように伝えていくかが課題でした。そこで身を装うよ
うに「絹で空間を装う」というコンセプトが生まれ、イン
テリア製品への応用を発案しました。
しかし空間に常時置いておくとなると、水濡れや紫外線
に弱い絹の欠点を克服する必要があります。そこで 2 枚の
ガラスを中間膜で挟む合わせガラスの技術を用いて、透け
る絹を封入し、光に透かす美しさを演出する「絹ガラス」
を考えました。ガラスに封入することで紫外線の透過率が
大幅に軽減され、長期間の耐久性が保たれます。内装材を
始めとするインテリア製品、建築資材への応用が可能にな
りました。

補助事業では接着完成度を上げる試作品製作を中心とし
て開発事業に取り組みました。試作品製作は、現在提携し
ている国内３社のガラス加工工場と二人三脚で取り組みまし
た。合わせガラスの技術はすでに確立されていましたが、
薄地に厚みのある刺繍を施した絹織物の封入は前例があり
ませんでした。「こんな繊細な素材は初めて扱う」と加工
工場が口を揃えて言う中、開発事業は困難の連続でした。
絹ガラスは、絹織物と2枚の板ガラスそれぞれの間に、
接着剤の役割をする中間膜（樹脂膜）を挟み込む５層構造
です。この５層構造に熱や圧力を与えることで中間膜の
樹脂が溶けて生地の中に浸み込み、隙間なく圧着できま
す。しかし当社の絹織物には刺繍や紋様が施されているた
め凹凸が相当あります。凹凸
によって中間膜の樹脂が溶け
ている部分や浸み込み度合い
が変わったり、空気が残って
しまうことで気泡につながっ
てしまうのです。加える熱の
温度や温度の上げ方、時間を
調整したり、中間膜の膜厚を
変更するなど、最適な加工条
件を探る試行錯誤が続きまし
絹ガラスの 5 層構造
た。しかも気泡のでき方は紋
様によっても異なります。
当社は社内に紋様製作の図
案家を抱え、オリジナルの紋
様を特徴としているため、扱
う図柄も多数になります。生
地や紋様ごとに試行錯誤を繰
り返して最適な加工条件を探
るとともに、当社でもできる
だけ凹凸の少ない生地の開発
薄絹を封入した絹ガラス
に取り組みました。
（伝統の刺繍紋様）

◆ 事業確立に向けた課題―合わせガラス完成度の向上
小さなサンプルを携えて東京ビッグサイトの展示会に出
展したら、関心を持ったお客様が列をなしてブースに詰め
掛けてくれました。大きな手ごたえを感じ、
「絹ガラス」
の事業化を決意しました。
しかし実際に製品を作ってみると、無数に気泡が入って
しまったり、部分的に剥離を生じたりしました。当社の絹
には刺繍紋様が施されているため生地に凹凸があります。
繊細な絹の薄地と刺繍糸の厚みとの差異が大きいのです。
そのため中間膜の樹
脂含浸が不十分で接
着が不均一となり、
空気が残ってしまう
ことが原因でした。
絹ガラス事業の確立
のためには、気泡を
解消し、接着不良を
絹ガラスのネストテーブル。今でこそ気泡
改善することが喫緊 もなく美しく仕上がるようになりましたが、
製作当初はたくさんの不良品が出ました。
の課題でした。
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取組内容

当社統一ブランド
「松岡姫」白生地

繭から国産を使用

主要取引先
全国の呉服専門店、㈱竹中工務店、三井デザインテック㈱、
伊と幸本社ビル

㈱乃村工藝社、住友林業㈱

◆ 素材の多様化、ノウハウ確立へ
また一般的な板ガラスのフロートガラスだけでなく高透
過ガラスやアクリルへの封入実験、試作品製作も行いまし
た。フロートガラスはコストが安いですが、酸化鉄がわず
かに含まれているため、厚みがある場合に緑がかって見え
ます。そこで酸化鉄の含有が少なく透明度の高い高透過ガ
ラスで製作することで、より当社の繊細な刺繍紋様を鮮明
に見せることが可能になりました。
こうして無数の試作品を製作する中で、素材別、紋様・
生地別の最適な加工方法についての知見、ノウハウが加工
先工場に蓄積されていきました。当社でも施行場所やお客
様のご要望にあわせて、輸送コストまで考慮した最適な素
材や加工先の選定、提案ができるようになりました。

成果と今後の展開

和装用白生地、インテリア用絹ガラス、身の回りの絹製品
など当社で最終製品化したもの 3 種の利益比率を 1：１：
１となるような商品構成を計画しています。そのためには
絹ガラスの需要を創り出し販路をさらに拡大していかなけ
ればなりません。
コロナ禍で時間ができた
ことを機に、ポリカ―ボネ
イトの熱プレス加工での絹
ガラス製作に取り組み成功
しました。ガラスに比べて
強度が格段に増すことから
新たな用途が広がり、自動
車メーカーから車の内装材 施工例：平安神宮会館衣裳室
（欄間）
にと引き合いをいただいて
います。まだ高い安全性を求める自動車メーカーの性能要
求を満たしきれておらず実装にはいたっていませんが、将
来的に自動車業界へ供給することを目指しています。

◆ 絹ガラスが会社を支える柱に

◆ 絹ガラスとともに京の伝統工芸を支える

今ではハイアットリージェンシー東京などのホテル、国
立京都国際会館などの公共施設のほか商業施設など様々な
場所で絹ガラスを導入いただいています。コロナ禍で新
規ホテルの案件はなくなっ
てしまいましたが、かわっ
て個人の戸建住宅や医療機
関、高齢者向け住宅やマン
ションなどから引き合いを
いただいています。和装の
売上の方がコロナ禍による
落ち込みが大きく回復も遅
れているため、絹ガラスが
会社を支える重要な柱に 施工例：ハイアットリージェンシー
東京（日本料理店佳香）
育ってきました。

絹ガラスは金彩加工も行っていますが、留袖・訪問着な
ど着物の友禅加工の伝統工芸士の方々にご尽力いただいて
います。コロナ禍で和装の仕事が激減した中でも、技術を
応用し、用途を変えることで、当社が新たな需要を創り出
し、伝統技術を継承していければと考えています。
当社の若い社員も「絹ガラスによって絹の美しさを同世
代に伝えることができるようになり、間口が広がった」
と話してくれました。絹ガラスには大きな可能性がありま
す。当社だけでなく加工
先、販売ネットワーク、
職人さんたちなどいろい
ろなつながりの方々と新
しい需要で新しいチーム
を組んでいきたい、その
ためにも今まで培ってき
た絹の軸足はブレずにい
ろいろな用途へ展開して 施工例：ホテル ヴィアイン京都駅八
条口（ベッドのヘッドボード）
いきたいと思います。

◆ 販路拡大を目指して、自動車業界への挑戦
とはいえ絹ガラスの事業規模はまだまだ和装に比べて小
さく、当社全体での貢献利益は 1 割ほどです。ゆくゆくは

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集

9

「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」成果事例

株式会社 山内製作所

企業概要

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
高密度ＦＰＤ製造装置の部品製造に三次元測定器と最新小型マシニングセンターを導入。高品質の安定化、超短納期化、コスト
ダウンを図り、顧客の次世代装置開発上の開発期間短縮やフレキシブル対応のニーズに応える高精度で安定的な供給体制を構築。

優れた熟練技術者による高品質な「溶接技術」と多様な「機械加工技術」を用い
た事業をおこなっており、特にアルミやステンレスの気密溶接が必要な部品加
工、高真空が必要な真空チャンバーの製造において高い評価を得ております。

主要製品
溶接：一般構造物、製缶物等に用いられるアルミ、鉄、ステンレス、チタン等特
殊素材にも対応可能。
精密機械加工：切削加工、真空チャンバー加工、アルミダイキャスト量産品加工

製品例

主要取引先
代表者

山内

設

所在地

〒 613-0035 京都府久世郡久御山町下津屋上ノ浜 47-2

平成 26 年２月１日

TEL / FAX

TEL. 0774-66-2498 / FAX. 0774-66-2499

10,000 千円

URL

https://www.yamauchi-ss.co.jp/

従業員数

11 人

E-mail

office@yamauchi-ss.co.jp

業

金属製品製造業

得意分野

高品質な溶接と精密な機械加工

立

資本金
種

衛

②切削をしていない素材と切
削後の素材との溶接は更に
歪みを生じさせます。

目的、取組のきっかけ
◆ あるのは普通の道具だけ

当社の代表取締役の山
内 衛 は 12 年 間、 取 締 役
専務の山内通は 40 年間、
精密部品加工、真空チャ
ンバーに携わってきまし
た。会社としては、2012
年 ９ 月 に 創 業 し 2014 年
製品例
２月に法人化した比較的
新しい会社で、職人気質の技術者が集まり、
「真空をつく
りだす匠の技」がお客様に認められています。お客様は半
導体製造装置メーカーで、装置に使われるアルミやステン
レス等部品の加工が主な事業となります。アルミやステン
レス等は、環境・雰囲気条件の影響による少しの温度・湿
度の変化が溶接の仕上がりに大きく影響します。さらに、
当社製品は真空環境で使用されますので、これに応える気
密溶接や切削加工技術が必要とされます。そのため、製品
の加工状態を測定検査しながら加工を進める必要があり、
精密で正確な加工や検査が要求される部品です。効率化の
観点からすると敬遠されやすい仕事ですが、そんな仕事に
対しても積極的に取り組み、お客様から高い評価を頂いて
います。当社の設備はどこにでもある普通の設備です。し
かし、お客様が創りたい製品・部品の設計意図を反映する
場合に、当社の「匠の技」
（製作ノウハウや熟練技術など）
を用いた協調設計・製作連携をおこなうことができます。
①水路を切削しているため、
加工歪が生じます。後工程
を考慮した設計や加工が必
要です。

①水路加工
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半導体、FPD 製造装置、工作機械、医療、航空宇宙、産業機器、自動車産業など

主な保有設備
NC 縦型フライス 1 台 、汎用フライス 1 台 、CNC 旋盤
ワイヤー放電加工機 1 台 、溶接機 5 台
三次元測定機 1 台（東京精密 SVA1000A-C6）
ヘリウムリークディテクター 1 台（HERIOT 710）

1台

取組内容
◆ 抱えていた課題

当時抱えていた QCD の課題は次のとおりでした。

②溶接前

③溶接後にピンフォールが有
ると手直しが発生しますの
で、高い溶接技術が必要で
す。

③溶接後

④溶接面がわからなくなるま
で切削します。指定寸法ま
で検査しながら切削をして
います。

①品質（加工ムラ、測定ムラ）
加工条件や検査測定にムラが生じていました。寸法が
外れた時、加工上の課題なのか測定上の課題なのか、
本質的な課題がわかりにくい状況でした。
②コスト（専用検査具、測定時間）
加工・測定するために多くの工具が必要で保管・管理
コストが掛かっていました。加工・測定の繰り返し回
数の削減も製造コスト削減の課題でした。
③納期（段取替時間、加工時間）
顧客の急な図面変更が頻繁で、フレキシブルに対応で
きる設備が必要でした。また、加工工程が複雑になる
と段取り替えの回数が増加していました。
これらの課題を解決するために小型マシニングセンター
と三次元測定器を導入しました。

④切削後

◆ 補助事業を目指すきっかけ

当補助事業に取り組んだきっかけは、お客様へ納入した
製品について、寸法が外れていると指摘をいただいたこと
でした。アナログ的な測定方法に限界を感じたのです。ま
た、次世代型 FPD 製造装置の需要が拡大しており、お客
様から当社に対し納期の短縮化要請もありました。また、
加工レベルが上がりつつある海外事業者との競争もありま
した。このような状況のなか、当社の強みを活かすため
には QCD のさらなる高みを目指すことが必要だと考えま
した。

三次元測定器

小型マシニングセンター

◆ 導入時の苦労

三次元測定器の立ち上げに苦労しました。信頼性の高い
測定結果を得るためには、安定した測定をしなければなり
ません。例えば、温度条件を安定させるためには、温度管
理が必要となります。また、新しい製品に対する測定プロ
グラムや操作手順などもルール化しておかなければ、測定
者によって測定結果が異なることとなります。よって、信

製品例

頼性を高めるためには、測定条件を体系的に管理するルー
ルや手順を定めることが必要でした。幸い、お客様が協力
してくださり、当社の品質体系を一緒に構築してください
ました。最終的には、お客様の品質検査を請け負えるまで
信頼性を高めることができました。

成果と今後の展開
◆ 経験的な知見による技術力、プラス数値

三次元測定器を導入したことで、これまで生じていた測
定ムラはなくなりました。更に職人の熟練技術や製作ノウ
ハウの数値化で当社の評価を高め、正確に数値化できた精
度保証で安定した信用を得ています。また、小型マシニン
グセンターを導入したことで段取替えや加工時間を短縮化
することができました。この結果、これまで以上に難易度
の高い仕事の引き合いを多くいただけるようになりまし
た。2020 年 10 月には分散していた工場を一箇所に集約
移転しさらに作業効率を高めたいと考えています。
◆ これからも変わらず、美しいものづくりを目指す

当社のロゴマークは、スーツ姿で溶接をしている様子を
表しています。こちらには、スーツで行えるくらいスマー
トな溶接作業で、美しい仕上がりの製品を作りたいとの思
いが込められています。今回の補助事業では、測定のデジ
タル化を進めましたが、その原点にある加工は、まだまだ
職人のノウハウが詰まっています。図面には記載されな
い要件を加味できるのは、職人のノウハウが必要だから
です。これからもお客様のご要
望・ご期待に、当社の「匠の技」
を活かした美しいものづくりを
していきたいと考えています。
「誰かが何かを作りたい。そん
なときに当社にご相談いただ
き、お客様の思いを形にするこ
と」が当社の使命だと考えてい
ロゴマーク
ます。

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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「平成26年度補正ものづくり・商業・サービス革新補助金」成果事例

有限会社 アドバンク

企業概要

主要取引先
食品スーパーマーケットの
新聞折込チラシに特化した企
画、制作、印刷をしています。
新技術へのチャレンジ精神
と制作ソフト開発、AR アプリ
開発など、常に新しいサービ
スの提供を考えています。

ＵＶ印刷の輪転機応用による画期的コスト削減事業
ＵＶ印刷とは紫外線によってインキを硬化させる印刷技術で、通常印刷に比べてより薄い紙での印刷が可能だが、輪転印
刷機では高速のため硬化できず実用化できていない。そこで本事業では強化ＬＥＤを採用した実証機の試作開発を行い、原
価となる紙代の大幅削減を目指す。
代表者

代表取締役

設

所在地

〒 601-8363 京都市南区吉祥院嶋野間詰町 52 番地

平成 11 年６月３日

TEL / FAX

TEL. 075-694-1312 / FAX. 075-694-1313

3,000 千円

URL

http://adbank.co.jp

従業員数

24 人

E-mail

info@adbank.co.jp

業

印刷・同関連業

得意分野

・食品スーパー向けチラシに特化した企画印刷
・広告費を削減できるコラボレーションチラシ
・新しいインク素材と乾燥技術による省エネルギー

立

資本金
種

渡邉

功

目的、取組のきっかけ
当社は代表・渡邉の主導により、環境配慮企業を目指し
てきました。省エネへの取組を中心に、周辺環境に配慮し
た防音壁の使用、ごみ分別の徹底・リサイクル、廃液の出
ない無現像処理機の導入、VOC（揮発性有機化合物）の排
出抑制による社員への健康配慮、及び周辺環境への臭いの
配慮などに取り組んでいます。そして、お客様にも安心し
ていただけるよう各認証を取得しました。

りめん状の用紙のしわ）が発生してしまいます。印刷スピー
ドと乾燥温度を下げることである程度解消できますが、印
刷スピードを下げてしまっては輪転機で印刷する意味がな
く、この課題を解消するのは困難な状況でした。

本社

P-00140
これまでに取得した主な認証

また、印刷業界では、上昇する紙価やエネルギー価格に
対し、販売単価へ転嫁が進まずコスト削減が喫緊の課題と
なっています。それに加えて、取引先の高い環境意識への
対応もより一層強く求められるようになっています。経済
産業省の商業統計による食品スーパーの事業者数は、2000
年以降頭打ちとなっています。一方で売り場面積は拡大を
続けており、大手による店舗の大型化と中小規模の淘汰が
進行しています。環境意識の高い大手スーパーとの取引拡
大のためには「環境対策」が不可欠でした。
◆ 印刷コスト削減の課題

これまで当社はチラシ印刷において様々なコスト削減
に取組んできました。印刷原価の約３割を占める紙代を削
減するには、より薄い紙への変更が有効ですが、従来の
油性インキによる輪転機印刷では、一般的な薄目の用紙
（20kg：厚さ 0.04mm）が限界で、それ以上薄い用紙へ
印刷すると「ひじわ」
（＝高温加熱乾燥が原因で発生するち

いましたが、旧来の UV ランプは水銀灯式であり、高エネ
ルギーのため環境に与える負荷が大きく問題がありまし
た。そこで、これらの課題を解決する長寿命、省電力、ハ
イパワー、熱が発生しない、オゾンが発生しないなどの特
徴を持つ LED-UV ランプを選定しました。選定にあたっ
ては、オフ輪のスピードを最大毎分 600 回転から落とさず
に印刷するため、薄紙を瞬時に硬化できるハイパワーを重
視しました。
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◆ 乾燥トラブルの解決に向けた検討

◆ 業界初となる独創的な取組
①環境に配慮したLED-UVランプの選定
UV 印刷は短納期にも対応できるため従来から行われて

高速両面８色小森 B3 輪転印刷機
輪転印刷機は大量で
高 速 な 印 刷 に 用 い、
主に新聞や折込チラ
シ、 大 量 部 数 を 発 行
する雑誌の印刷機に
使 わ れ る。 平 板 印 刷
機が決まったサイズ
の 用 紙 に 対 し、 輪 転
機はロール紙に印刷
する。

折込チラシ

ひじわ（用紙の断面からみた写真）

当社では印刷スピードを維持しつつ乾燥トラブルを回避
するために「UV 印刷」を応用できないかと考えました。
UV 印刷とは速乾性のあるUV インキを使用し、UV（紫外
線）を照射することで、インキを強制的に硬化（乾燥）させ
る印刷手法です。油性インキで発生する VOC が全く無い
ため環境負荷が低いとされています。一般的にUV 印刷は、
インキが瞬時に硬化することから後工程（裁断や冊子化）
がすぐできるため「短納期化」が最大のメリットとされて
きました。ところが当社社員が平板印刷機によるＵＶ印刷
で16kg 用紙（厚さ 0.03mm：一般のコピー用紙より更に
薄いもの）へ印刷できるとの情報を AMS 社（米国）より得
たことから、高速の輪転機へ応用できないか協議を重ねま
した。以前は紫外線照射の出力が低いため高速印刷は対応
できないとの回答でしたが、近年の LED 技術の進歩と低
価格化によって、試作ユニットの開発・実現に至りました
。AMS 社では、17 Ｗ（cm2 あたり
（出力13 Ｗ→17 Ｗ）
の照射出力）で印刷速度 30,000rpm/h のインキ硬化に米
国国内で成功していますが、日本国内での輪転機印刷への
導入は今回が業界初となりました。

主な保有設備

主要製品

取組内容
新しいインク素材と乾燥技術による印刷工場の省エネルギー
有限会社アドバンク

近畿圏内食品スーパー

ることができ、これまでの 20kg から16kg 用紙へ一段薄
くすることで用紙コストを 20％削減することが可能とな
りました。また、印刷スピードは 30,000rpm/h を維持す
ることができました。
。
◆ 環境配慮型のＬＥＤ-ＵＶ印刷体制を構築

本事業により、コスト、納期、品質の面で競争力を確保
しながら、従来の油性インキ印刷に対して、印刷機の省電
力化に成功しました。また、油性印刷における大型ドライ
ヤーによる乾燥工程を削減することで、ガスエネルギーの
使用をゼロにする、環境配慮型の LED-UV 印刷体制を整
えることができました。
<油性／UV印刷の性能比較表>
項目

LED-UV ランプユニット

②LED-UVインキをメーカーとゼロから開発
サカタインクスや東京インキと共同でオフ輪用の高感度
UV インキの開発に取組みました。紫外線に反応して硬化
する顔料は非常に高価であるため、少量でも十分硬化が得
られる配合を、毎分 600 回転以上の高速でのテスト印刷を
繰り返すことで開発を行いました。

LED-UV 乾燥システムの取付イメージ

成果と今後の展開
◆ 紙コスト削減と印刷スピード維持の両立を実現

LED-UV 乾燥システムの導入により「ひじわ」が解消す

乾燥方式
印刷品質
（16kg用紙：厚さ
0.03mm）
印刷コスト
（対応用紙薄さ）
使用インキ
（環境面）

油性印刷（既存）
× 高温乾燥
ガス代600万円／年

高出力UV印刷（新規）
◎ 瞬時に硬化
LEDで省電力

× ひじわ発生

◎ 即時硬化で
ひじわ無し

△ 20kg
（0.04mm）まで
△ 油性インキ
VOCが発生してしまう

◎ 16kg
（0.03mm）可
○ UVインキ
コストは若干高い

◆ 本事業が業界全体に与える大きな可能性

本事業は代表の渡邉が実施責任者として実施にあたりま
した。AMS 社はミネソタ州に本社を置くUV 硬化システ
ムの世界的リーダー企業で、その子会社となる AJC 株式
会社（本社：東京都）とともにベテラン社員が中心となり
万全の体制で輪転機応用の実証を行うことができました。
AJC 株式会社によると、米国での輪転機応用は既に実績が
あり、今回開発の17 Ｗタイプでの取組に大きな期待を寄
せているとのことでしたが、実際に輪転機へ応用が実証で
きたことで、メーカーとしても UV ユニットの日本展開に
目途が立ち、印刷業界においても「紙コスト」
「乾燥装置の
ガス代」や、印刷物の軽量化による「輸送コスト」削減など
計り知れない効果を生み出す可能性が開けました。また、
UV 印刷は VOC が発生しないため環境に優しく、当社だけ
でなく同業他社にとりましても、モデル事業となる取組に
なったと考えています。

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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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
両面同時に真空昇華転写プリントが可能でかつ最新の転写紙ズレ防止機構を持つ、独自設計のトレイ回転式プリント加工
機を特注導入することで、市場要求が強い業界初の多機能プリント加工システムを確立する。他社との区別化と強い市場競
争力で商機を逃さず、売上げ増に繋げる。
宮井

設

平成 12 年８月１日

TEL / FAX

TEL. 075-602-9291 / FAX. 075-602-1108

20,000 千円

URL

http://www.k-koryo.co.jp

従業員数

14 人

E-mail

uchida@k-koryo.co.jp

業

繊維工業

得意分野

高品質なプリント加工

立

種

主要取引先

当社では、国内最高級の転写捺染技術・設備を用い
て、ドレス、コート、スポーツウェア、タイツなどの
衣類から、スクリーン、タペストリー、テーブルセン
ター、風呂敷やハンカチなど、様々なプリントを行っ
ております。プリント用の柄素材も、最新トレンドか
ら一般的なパターン柄まで 3,000 種以上と豊富にご用
意しており、オーダーメードも可能です。

旭化成商事株式会社 伊藤忠商事株式会社 株式会社協同インターナ
ショナルコーポレーション コスモテキスタイル株式会社 小松精練
株式会社 瀧定名古屋株式会社 東レきもの販売株式会社

主要製品

代表者
資本金

宏明

企業概要

所在地

目的、取組のきっかけ
◆ 当社の経緯

初代社長が印刷法を利用し、布地に捺染するインキ及び
捺染法の特許を取り、京都市中京区に創業（昭和２年）し
ました。昭和 56 年には連続転写機
を導入し、転写捺染事業を開始。そ
の後袱紗や風呂敷を取り扱う宮井グ
ループに加盟し、現在はポリエステ
ル生地への昇華転写プリント加工を
専業とする国内唯一の会社となっ
ています。常に新しい技術習得に努
め、納期を遵守してきた結果、顧客
からは高い評価と信頼を寄せていた
だいて参りました。
転写捺染のしくみ

〒 612-8134 京都市伏見区向島清水町 42-1

衣類のプリント
雑貨等生活用品のプリント
マットのプリント

主な保有設備
・連続転写機（プリント幅 2,400mm ×シリンダー径 1,000mm）
：1 台、
（プリント幅 1,850mm ×シリンダー径 2,000mm）：1 台、
（プリント幅 1,850mm ×シリンダー径 1,000mm）：1 台
・両面同時真空転写機（プリント幅 1,050mm × 1,850mm）：1 台
・解反機：1 台
・検反機：1 台

ドレス等衣類生地のプリント

るプリント加工システム完成には（地独）京都市産業技術
研究所の知見、および直本工業（株）の技術生産力が必須
でした。直本工業（株）は当社の昇華プリント専業化に伴
う関連設備を一手に設計・構築してきた転写プレス機の
トップメーカーです。
当社からの複数の難しい課題に対し、効果的なアドバイ
スをしていただき、協創関係を築くことができました。こ
の事業者３社の共同研究開発がなければ、業界初の両面／
真空昇華転写プリント加工システムを確立させることは到
底できなかったと実感しています。
◆ プリント加工機設備導入による技術向上

「両面同時転写」機能を付加することにより、
①パンスト・ストッキング等の袋状商品に片側ずつ異
なるデザイン加工
②一度に両面の熱プレス加工により（従来は2度）、
色の薄化、生地硬化防止、また回転トレー式の転写
台を備えることにより納期の短縮及びロス率の低減
が実現できます。

手順 4

生地から転写紙を剥がす

プリント完成

「真空転写」機能を付加することにより、
①低温での染着が可能となるためポリエステル生地硬
化を抑制し、生地本来の風合い保持
②従来、昇華転写が困難であった生地（毛布・フロア
マット・極細繊維等毛足の長いポリエステル生地、
ちりめん・クレープ生地等表面凹凸の大きい生地）
への高品質な染色
が実現できます。

◆ 顧客ニーズ対応のために

取組内容
◆ 事業者３社の共同研究開発

これまでにない高精細なプリント性能改善と機能を有す
14

真空機能の有・無

転写紙（下）
・生地・転写紙（上） 手順 1

手順 2

転写紙（上）をセット

手順 3

模様を印刷した転写紙
（下）に生地をセット

熱と圧力を加えて転写
捺染（プリント）

当社のプリント生地を用いた製品

◆ 業界内プレゼンス向上

国内の昇華転写プリント企業は専業の当社を含めた４社
でほぼ寡占状態になっています。今回の設備導入によりこ
れまで業界で成しえなかった両面同時転写プリントと真空
転写も併せて同時可能になり、新たな販路・市場を開拓す
ることに繋がりました。業界内評価も高まり、知名度も格
段に上がりました。
◆ 加工単価、売上高アップ

転写捺染の流れ

長年培った “ 高品質転写プリント加工技術 ” に対し大口
ユーザーであるアパレルメーカー等から更なる加工技術・
プロセスの進化・特化が求められるようになってきまし
た。具体的には生地の風合いを損ねず、深い色表現を可能
にする安定したプリントと短納期を同時に成立させてほし
い、という要求です。この要求に対応するためには従来に
ないハイレベルなプリント品質の実現を目指し、新開発の
両面同時転写と真空転写機能を備えた特殊プリント加工機
導入が必要であると考えました。

連続転写機

成果と今後の展開

新しい当社独自の転写プリント法による加工単価は、他社
との差別化、技術の差、ユーザーにおける新商品化の寄与
等から、通常の連続転写プリントと比較して2.5 倍以上の設
定が可能になりました。更に通常生産量が増えたことにより
コストダウン要求が想定されましたが、本設備を用いた高度
加工はアパレルメーカー、コンバーター等からの常に新しい
要求においても懐深く幅広に対応できる部分を持つため、
競争力が維持できています。結果本事業導入により会社全
体売上を最高時約 30％も向上することができました。

◆ 優れた加工技術の実現

◆ 今後の展開

「両面同時転写」機能、
「真空転写」機能を備えた両面／
真空昇華転写機を完成させ、導入・運用することにより、
従来では困難であった生地
に風合いを損なわず発色も
豊かなプリントを行うこと
が可能となりました。また
他社と比べて単位時間の生
産効率が２倍のプリントシ
世界初の真空両面転写機
ステムが確立できました。

これらの設備、高度な技術ノウハウについては、中国、
韓国、台湾、さらにベトナム、タイなどのアジア勢の追随
を許すものではなく、厳しい内外環境の中にあって新たな
活路を見出すものです。
現在特に注力して取り組んでいるのは真空機能を活かし
たファッション性の高いフリースへの加工です。
業界及び地域のモデルとなれるよう今後も顧客ニーズを実
現してまいります。“ 転写屋さん ”としての誇りを胸に、飽く
なき技術追求、高付加価値商品提供を続けていく所存です。

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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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
高精度測定機に使用される部品は測定誤差の発生を防止するために高度な品質が要求されている。そこで、高精度な測定
機を導入し加工開発を行うことにより、高度な品質精度を具備した製品の製造を可能にする。

代表者

永島

設

立

克憲

所在地

〒 627-0133 京都府京丹後市弥栄町鳥取 1890 番地

昭和 52 年 4 月

TEL / FAX

TEL. 0772-65-3609 / FAX. 0772-65-4149

従業員数

5人

E-mail

vn_nv7869@yahoo.co.jp

業

金属加工業

得意分野

NC 旋盤、マシニングセンタ等による精密機械部品加工

種

目的、取組のきっかけ
◆ 動機と課題

当社の切削加工の技術は極めて高く、図面どおりに形状
加工を行うことについては大きな障害はないですが、特に
アルミニウムのような金属については、加工に伴って「バ
リ」や「カエリ」が発生しますが、これをどのようにして
発見し除去するかが問題でありました。
キーエンス社向けのアルミニウム製の試作部品の開発を
打診され、同社のマイクロスコープ等の測定器に使用され

要でした。
このような場合、一般的にはマイクロスコープを導入して
金属肌等を検査することになりますが、本試作製品は形状
的にマイクロスコープでは検査が不可能であり、これに代
わる全く新しいコンセプトの測定器が必要でありました。
◆ 新たな測定

キーエンス社製の画像測定器 IM-6700 は、被写界深度
の深い専用設計レンズを搭載し、撮像周辺部でも歪みの少
ないレンズを採用しているため、非常に正確な画像データ
を得ることができます。

企業概要

主要取引先

昭和 52 年に京丹後市で独立開業し、当時は絹織物が盛んであり、ジャガー
ド織機の部品を製造していました。その後、半導体の部品を製造し、着実に
技術の蓄積と、信頼を獲得し、国内大手企業の多くが使用しています。
特に近年、半導体分野以外の先端技術分野の試作品開発の依頼を受けるこ
とが多くなってきています。

神港精機、トヨタグループ、堀場製作所等

NC5 軸旋盤、NC 旋盤、5 軸マシニングセンタ等

主要製品
当事業所が製造す
る部品は、半導体製
造装置の中において
幅広く使用されてお
り、ウエハー洗浄装
置の部品、排ガス検
査装置の部品、冷却
水用フランジ部品等
があります。

5 軸旋盤

5 軸マシニングセンタ

当社の製品

成果と今後の展開
◆ 導入後の成果

ものづくり補助金の支援により、画像測定器（IM-6700
／ 6225T) を導入し、当事業所の所有する 5 軸 NC 旋盤、
５軸マシニングセンタにて、切削加工した試作品を精密測
定し、発見されたバリ・カエリの発生プロセスに関し、そ
の発生を減少させた部品加工が可能となりました。
具体的には、半導体や医療機器、真空ポンプ等の精密部

試作中自動草刈り機

品加工を行い、従来の手作業・目視による非効率で不正確

ることになると想定されますが、検査装置の部品は、1 ／

さらに測定する対象物全体をとらえて１度間隔に 360

なバリ・カエリ等の測定が、
「画像測定器」の導入で、効

1000mm レベルの極めて高い精度が要求されるものであ

箇所のポイントを一度に測定するため、測定時間を大幅に

率化とともに品質不良による返品・経営ロスもなくすこと

ります。

短縮することができ、それに伴いリードタイムの短縮も可

ができました。また不良発生の原因分析も速やかにでき、

能となります。

再発防止につながっています。

もしもバリやカエリが残った状態で部品が測定器に組み

主な保有設備

込まれ、何かのはずみでバリやカエリが機械の内部で剥離

このような非接触検査ができる高精度の画像測定器を導

するようなことになれば測定器が誤作動を起こす原因とな

入することによって、形状のズレ等を 1 ／ 1000 ｍｍ単

り、万が一であっても起こってはならないことでありアル

位で発見し、加工条件にフィードバックし、高い精度が要

京丹後の５名の工場ですが、30 代の後継者は研究熱心

ミニウムが導電性であることに鑑みると内部の電流回路に

求される医療用機器部品の製造を実現することができるよ

で発想が豊かであり、空いた時間があれば何か新しいもの

トラブルを引き起こし、最終的には測定の誤作動につなが

うになります。

づくりに取り組んでおられ、その一つが安価な 3D プリン

◆ これからの取組・見通し

る可能性があります。そこで当事業所は、このバリやカエ

ター（フィラメント式：６万円）を活用した低コストでで

リをいかに完璧に除去して納品できるかの体制構築が要請

きる試作づくりです。それがきっかけで現在は自動草刈り

されていました。

機の商品化に挑戦されています。

このようなミクロサイズのバリやカエリを的確に発見で

自らの経験も踏まえ、将来は子供の頃から遊びながらも

きる体制を有しておらず、これが大きな課題となっていま

のづくりに親しめる施設を関係者と一緒に京丹後につくり

した。

たいと夢見ています。

手作り 3D プリンター

昨年 12 月に工場を増設され、空気浄化システム機器を

取組内容
◆ 従前の測定

今までは製品の表面をマイクロスコープで観察したり、

追加導入して、作業環境や製品品質にこだわったきれいな
工場です。
代表者のお父さんと後継者の息子さんが、二人三脚で、
まるでアナログとデジタルの関係で、前向きに事業を拡大
されています。

形状についてはマイクロメーター等で測定したりといった
検査を実施していました。しかしこの方式では測定者によ
り測定結果がばらつくため十分な検査結果を得ることがで
きません。そこで、高精度な検査が可能な装置の導入が必
16

空気清浄機で油ミストの少ない木造工場内
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株式会社 ハシモト

企業概要

主要取引先
昭和 25 年京都で創業しました。幅広
い分野で包装充填に特化し、徹底した品
質管理のもと納期厳守をモットーにして
おります。また、菓子製造許可・乳製品
製造許可などの免許も取得しております。

連続モニタリング化自動横ピロー充填包装ラインの設備導入による生産性向上
伸長する食品ＰＢ・ＯＥＭ受託生産ラインにおいて、自社でのライン設計による製品ＱＣ工程管理事項の連続モニタリングを可能
とした、自動横ピロー充填包装ラインの導入を行い、 品質モニタリング性を向上してお客様の安全安心を実現し、 合わせて、 連
続高速省力化で、 能率向上１５２％を実現できました。
代表者

代表取締役

設

昭和 25 年４月

立

橋本

邦彦

資本金

20,000 千円

従業員数

130 人

業

菓子・食品・健康食品などの充填包装

種

所在地
TEL / FAX

TEL. 0771-23-9500 / FAX. 0771-23-9095

URL

http://www.kyoto-hashimoto.co.jp/index.html

得意分野

徹底した品質管理のもと納期厳守で幅広い分野での包装充填に特
化して事業を営んでおります。

目的、取組のきっかけ
◆補
 助事業取組の動機、目的、きっかけ

大手食品メーカーでは、全国展開前の新商品のモニタリ
ングや季節新商品など小ロット製品に対する自社設備投資
リスクを避けるために、外部への充填委託するケースが増
えております。ある菓子メーカー様から、年間を通して販
売する新商品のピロー包装の打診がありました。ピロー包
装とは、一枚のフィルムを背中合わせでシールして筒状に
し、指定の長さで底部をシールして切断した形状に包装す
る方法です。ピロー包装は、大きく分けると、製品を横に
流して包装をする横ピロー方式と、製品を落下させて包
装する縦ピロー方式の 2 タイプがあります。この 2 タイプ
は、
各々専用の設備を使用します。その新商品は、
横ピロー
方式で包装する商品でした。新商品の提示された生産量
は、横ピロー方式の当社の従来の保有能力に対して、7 ～
8 割増産となる数量でした。受注するためには、ラインの
新設が必要となりました。
◆企
 業の課題

増産のために、既存設備と同じラインを設置したので
は、以下の課題が残ります。
① 消費者の安全安心への関心が日増しに大きくな
り、高度な品質保証を要求されるケースが多く
なって来ています。
② 生産性が同じなので、コストの低減が図れませ
ん。
③ 急な需要変動に対する瞬発力がありません。

取組内容
◆補
 助事業の具体的な内容

＜課題1＞高度な品質要求に対する対応の取組
安全安心に関する関心は日増しに高くなっておりますの
で、ブランドオーナーからは、自社の大量生産ラインと同
18

〒 621-0016 京都府亀岡市大井町南金岐重見 65

じような高度な品質保証を要求されるケースが増えてきて
おります。例えば、取扱している製品が食品ですので、賞
味期限を外装に印字する必要があります。印字ミスによ
り賞味期限の印字が抜けているものが市場に流出します
と、対象となるロットの全品回収が必要となります。この
ようなことが起こりますと、莫大な回収コストがかかるこ
とや、信用の失墜につながります。従来は人が目視で検査
を行っておりましたが、本取組では、画像処理による自動
検査装置と、さらに、異常時の自動排出装置を設置するこ
とにより、人作業によるミスが防止できるようになりまし
た。他にも、フィルムの封止部分のシール抜けの検出も人
手を介さずに行えるように取組みました。

日付のカメラ検査装置

不良品の自動排出装置

主要製品
以下の包装形態に対応しております。チャック付きスタンドパウ
チ、スタンドパウチ、チャック付き平パウチ、ブリスターパック、横
ピロー、タブレット携帯容器、縦ピロー、カートナー、瓶充填、プラ
ボトル充填

チ ャッ ク 付 き
スタンドパウチ

横ピロー

縦ピロー

重要工程を自動化することにより、労務確保や管理にフレ
キシブル性を持たせる取り組みを行いました。

成果と今後の展開
◆補
 助事業に取り組んだ成果

＜生産性の向上＞
コンビニエンスストアやドラッグストアでのフック吊り
販売対応可能な穴加工を行える横ピロー型の商品が、本取
75 個／分でした。
組の対象です。従来のラインの能力は、
この取り組みで導入した新ラインは、ヒートシール機構の
改善と目視検査の自動化により、100 個／分が達成でき
ました。この結果、サイクルタイムが 33％向上しており
ます。さらに、検査の自動化により、工程の配員を８人か
ら７人にできましたので、労務工数換算で、14％の能力
改善が達成できました。この二つの数字を合算すると、労
務工数換算で、52％の改善の達成ができました。
＜品質の向上＞
検査工程の自動化や不良品の自動排出装置により、品質
事故につながるヒューマンエラーが撲滅でき、顧客の大手
食品メーカーからも高く評価されています。

日本国内の菓子、食品、健康食品など幅広いメーカー
が取引先です。例えば、株式会社明治、江崎グリコ株
式会社、株式会社フジシール、その他約 40 社とお取
引をさせていただいております。

主な保有設備
各種包装形態に対応するために、横ピロー包装機、縦
ピロー包装機、給袋式包装機等を保有しております。

給袋式包装機

横ピロー包装機

縦ピロー包装機

＜需要変動に対する瞬発力＞
配員を減らせたことと、重要工程である検査工程を自動
化できましたので、労務確保のフレキシブル性が増しまし
た。また、重要工程の自動化により、教育立上期間の短縮
を図ることができました。この結果、急な増産対応など需
要変動に対する瞬発力が付きました。
◆今
 後の展開

コロナ禍の影響で、オフィスでの菓子の需要が落ちてお
ります。予定しておりました菓子メーカーの新商品は、主
にコンビニエンスストアでの販売を想定しておりましたの
で、販売の予定数の目標が達成できておりません。このた
め、現時点では、本事業で取り組んだ、横ピロー方式のラ
インの稼働率は余裕がある状況です。目標としていた生産
性の向上や、品質の向上に関しては、達成できております
ので、増産や別製品の新規の受注が入れば、収益に貢献し
ます。幸いなことに、来年度の新しい話もいただいており
ますので、今後に期待しております。また、本事業の成功
により、健康食品等の粉状の商品の包装（新規分野）への
挑戦も検討しています。

＜課題2＞生産性の向上
横ピロー包装機のラインでは、生産能力のネックであっ
たのが、密封のヒートシール機構と、課題 1 で述べた各種
の目視検査です。目視検査に関しては、自動化することに
より能力の向上が達成できます。ヒートシール機構に関し
ましては、保守管理技術、具体的には、温度管理、圧力管
理、平滑度管理の３要素を向上させることにより、安定し
てサイクルタイムの短縮を図る取り組みを実施しました。
＜課題3＞需要変動に対する瞬発力
人手不足で、従来は派遣社員に頼っておりました。しか
し、検査などの重要工程は、派遣社員を当てることができ
ませんので、社員やベテランのパートを当てており、急な
需要変動に対応しにくいという問題を抱えておりました。

横ピロー包装機主要部

横ピロー包装ライン

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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株式会社 ヒロミツ製作所

昭和 37 年に創業し、以来鈑金加工や３次
元レーザー加工を行っています。高い技術
力から、大手自動車メーカーの試作車に使
われる部品や、試作鈑金の制作を手掛けて
きました。また、タイ郊外にて試作部品工
場を新設するなど積極的な海外進出を行っ
ています。

自動車部品加工技術の集約された独自の自動車部品加工用治具の受注販売化事業
現在、自社工場内でのみ製作し、使用している組立治具、測定治具、レーザー治具に対する同業他社からの需要が高まっ
ています。需要に応えるために、受注生産をする段階において製品の精度保証をする必要があり、高精度の検査表を作成し
うるための設備を導入するのが本事業です。
代表者

代表取締役社長

設

所在地

〒 610-0343 京田辺市大住池ノ端６番地の 1

昭和 37 年 12 月１日

TEL / FAX

TEL. 0774-63-1364 / FAX. 0774-63-4329

10,000 千円

URL

http://www.hiro32.co.jp

従業員数

26 人

E-mail

info@hiro32.co.jp

業

金属製品製造業

得意分野

各種試作鈑金、３次元レーザー加工、データ作成から CAD/
CAM モデリング、型製作、プレス、加工、組立、検査まで
鈑金に関連する業務全てを一貫生産で実施

立

資本金
種

有友

廣充

◆ 「困っている人がいたら、全力をかけて助ける」
“ヒロミツイズム”の精神

当社の主力商品は自動車部品製造です。自動車の試作部
品、極小ロット生産、量産部品をはじめ、予算がない、時
間がないなどクライアントが困っていることに対して全力
で対応を行っています。先代から受け継いだ「困っている
人がいたら、全力をかけて助ける」“ヒロミツイズム”の精
神として実践しています。その実践の中で当社は、データ
作成、図面作成から加工、組立、最終納品する大型トラッ
クの手配まで鈑金に関する業務全てを自社スタッフで一貫
して対応ができるため、加工技術の蓄積と圧倒的なスピー
ドを実現しています。CAD ／ CAMのような最新のデジタ
ル技術を導入しながらも、職人のアナログ技術も同様に重
要視しています。当社は30 名弱の会社ですが、全社員がマ
ルチスキルを持つように教育しています。業務の負荷が変
わったり、クライアントの要望に対応したりするため応援
や業務を柔軟に変更することで、会社が一丸となって困り
ごとに対応できるからです。

昼のバーベキュー

◆「精度保証」
という新たな価値の提供

自動車部品には数多くの治具が使用されています。当社
では、長年現場治具を使用してきた実績から積み上げられ
た経験と技術から、使用する素材の見直しや限界まで簡素
化した構造により治具製造専門メーカーと比べて軽量化と
低コストを実現しています。そのため、自社工場内でのみ
製作し、使用している組立治具やレーザー治具など各種治
具に同業他社からの需要が高まっていて、受注生産をする
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主要製品
電気自動車アルミフレー
ム、自動車用インパネ P-P
メンバー（インパネ用構造
支持バー）等の自動車用試
作鈑金部品、農機・建機・ 電気自動車アルミ インパネ P-P メン
電気の各種試作鈑金部品
フレーム
バー

段階において製品の精度保証をするため、高精度の検査表
を作成する必要が生じたのがきっかけです。

目的、取組のきっかけ

社内の作業風景

主要取引先

企業概要

取組内容
◆ コーヒータイムでの社員からの質問

当時所有する測定器はレイアウトマシンでしかないた
め、計測ポイントが３点しかなく計測が非常に難しい状態
でした。側面、下面測定では測定物をセットし直すため、
時間もかかる上に、誤差が出やすくなっています。自社内
で実績がある治具でも、商品として出荷するためには製品
の精度保証が必要で、既存の設備では難しいことが分かっ
ていました。一方で、購入する設備は当社のような中小企
業にとっては高額な測定器です。そんな中、コーヒータイ
ムの時間に社員から質問がありました。コーヒータイムと
は、当社で午前・午後と１日２回全社員が同じフロアで一
緒に休憩しながらコミュニケーションを図る制度です。
「社
長、その計測器は動かしたら
なんぼ儲かるの？」
「いや、
いくら動かしても儲けになら
ない。
」計測器は、プレスなど
の設備と違って動かしてもお
金を生みません。本当にこの
投資はするべきなのか自問自
コーヒータイム
答を続けました。
◆ 悩み決断したヘキサゴンアーム式７軸測定器の購入

最終的に、ものづくり生産性向上補助金の活用もあり、
ヘキサゴン・メトロジー（株）製アーム式 ROMER ７軸シ
ステム測定器（接触／スキャナー）を導入しました。この
ヘキサゴンアーム式測定器は５軸の機能があり、測定物を
一回セットするだけで、全ての測定カ所を一度に計測する
ことができます。また、パソコンと連動しているため、測
定結果の入力が不要で人的なミスの可能性を大幅に低減で
きます。そして、これにより検査表の添付と当社の治具の
精度保証が可能となりました。

ヘキサゴン測定器

データの取込画面

成果と今後の展開

ダイハツ工業（株）
（
、株）クボタ、
鳥羽工研（株）
、
鳥羽工産（株）
、
矢作産業（株）、（株）川村金属製作所、葵機械工業（株）、
ナミコー（株）、
（株）エヌエープロテック、トキワ工業（株）、
トップ金属工業（株）、（株）ヴァルド

主な保有設備
3D/2D レーザー加工機、3D ハンディースキャナー、プレス、
マシニングセンター、3D パイプベンダー、ポータブルスポッ
ト溶接機、アーム式 ROMER 7 軸システム測定器（接触 / ス
キャナー）、ZAS（亜鉛合金試作型）鋳造システム

プレス
ポ ー タ ブ ル ス ポ ッ ト マシニングセンター
（800t,300t,100t） 溶接機

す。ものづくり補助事業においては、自動車分野でのその
後、
『平成 28 年：自動車用部品の試作技術を生かした量産
部品の生産への受注販売化事業』の実施を行い、新しい分
野への挑戦として『平成 30 年：新規事業展開（建機・農機
部品製造）へ向けた設備導入事業（3D パイプベンダーの導
入）
』を実施することができ、事業への更なる成長につなが
りました。
◆ 「ヒロミツ製作所」の未来図

◆ ヒロミツブランドへの大きな貢献

悩み購入した測定器ですが、結果的に大きな成果をもた
らしました。それは、
『信頼』です。特に自動車業界向け
では厳しい安全基準をクリアしなければならない試作部品
について大きな効果を発揮しました。問題が発生したとき
に設計上の問題なのか、加工上の問題なのかなど問題の原
因を早急に追究する必要があります。当社の組立用治具は
その点全てのデータがあるため、問題の有無を素早く検証
することが可能なのです。組立用治具の検査表もそうです
が、当社で製造した全ての製品についてもヘキサゴンアー
ム式測定器での検査結果を添付することで、品質を担保
し、ヒロミツブランドを一層強固にすることが可能となり
ました。
またスキャニング機能も搭載され、面データも短時間で
測定が可能です。

鈑金の世界に飛び込んで半世紀たちましたが、今なお
日々の仕事に夢中で、楽しくて仕方ありません。次の半
世紀のために、設備投資も必要ですが、人と人との信頼
関係が最も重要な基盤と考えます。今いる場所で競争に
勝つためには、日々技術を磨きながら戦略的に、組織的
に企業を成長させる必要があります。今いる社員には、
声をかけながら時に厳しく、色々な業務を経験させて、
明るく 120％の力を出してゴールに向かう会社を常に目指
しています。それ以外にも、コーヒータイムや BBQ、フッ
トサルチームなど様々な活動を通じて風通しが良く、人
と人の信頼関係がある会社を次の半世紀も目指していき
ます。
2019 年６月 経済産業省「はばたく中小企業・小規模事
業者 300 社」受賞
2020 年 10 月 経済産業省「地域未来牽引企業」に選定

◆ 本事業をきっかけとした新規取引
（
（株）
クボタ様）

当社のような規模の会社で、高度な測定器を持っている
ところはあまりありません。その測定器を展示会に出展し
たところ、農機具で著名なクボタ様の目にとまり、新規取
引と農機の事業に参入をする大きなきっかけとなったので

展示会への出展

3D パイプベンダー

HTT ヒロミツテクノアート タイランド

はばたく中小企業・小規模事業者 300 社

表彰状

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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「平成27年度補正ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」成果事例

株式会社 京都イングス

企業概要

主な保有設備
１級 GNSS 測量機／トータルステーション
三次元レーザスキャナー／モバイル 3D スキャナー
精密音響測深機
UAV Martin Ｍ－Ⅱ／ WiFi 中継機
UAV DJI Phantom3,4
UAV Mavic2

ICTを活用した災害時に即応できる現地調査手法開発と三次元測量技術サービス
UAV（Unmanned Aerial Vehicle：無人航空機）を活用し、安価な航空写真測量、三次元測量技術の習得と災害時に有
効な画像による調査技術開発により迅速かつ安価なサービス提供を行い、お客様の問題解決手段を提供する事で地域貢献に
繋げる。
代表者

吉永

設

所在地

〒 625-0035 京都府舞鶴市大字溝尻小字越行 1110

昭和 33 年９月 17 日

TEL / FAX

TEL. 0773-62-1067 / FAX. 0773-64-1051

資本金

20,000 千円

URL

https://www.ingz.co.jp/

従業員数

68 人

E-mail

ingz-info@ingz.co.jp

業

技術サービス業（測量業）

得意分野

測量・用地調査・補償・土木設計・地質環境調査・GIS 等さ
まざまな分野と連携したトータルサポート

立

種

豊一

目的、取組のきっかけ

取組内容

◆ 求められた災害時の対応力

◆ 具体的な取り組み

京都府をはじめとしたお客様の要望で一番大きな課題
は、災害時の対応力でした。当社は当時、京都府測量設計
業協会の会長会社として京都府や府下市町村との間で災害
協定を結び、地域の災害時にはいち早く復旧への対応を行
うべき立場にありました。その業務の中で一番切実な課題
はお客様の「目」となり動くことでした。
災害対応業務の難しい点は、いくつもの想定外が現場で
発生していることです。想定外のたびに新たな資料を整理
し協議を繰り返し、やっと現地作業を実施する。これの繰
り返しです。災害復旧で最も重要なことは「時間短縮」
。現
地調査、測量業務は災害復旧の第一歩の業務です。現地調
査が完了し地形図等の図面、写真資料等を使い災害査定に
はじめて進めるわけです。

災害時に即応できる現地調査手法開発と三次元測量技術
サービス提供に向けて、
１．UAV航空写真測量→＜機材と技術蓄積＞
２．画像活用の現地調査と災害測量→＜技術者の配置と処
理スピード＞
３．現場画像をどのように送るか→＜山間部等電波の届い
ていない地域での通信手段の確保＞
が３つの課題であり、その解決検証に取り組みました。
補助金を活用して、UAV 及び測量用カメラ、エンコー
ドソフトウェア、配信用のストリーミングサーバー、中継
機機材（技術指導等含む）を購入しました。

◆ 生産性向上、効率化を目指すI－Construction

建設産業における人手不足に対応するため、国土交通省
は「I－Construction」を推進しています。測量・設計か
ら施工・検査・維持管理・更新までの全プロセスで ICT の
導入を検討し、生産性向上を目指す方針が出されました。
平成 28 年度には従来の「公共測量作業規程」に新たに
「UAV による航空写真測量規程」が追加されました。
そこで当社も ICT 導入で生産性向上・効率化を目指し、
「UAV（Unmanned Aerial Vehicle：無人航空機いわゆ
るドローン）を活用し、安価な航空写真測量、三次元測量
技術の習得と災害時に有効な画像による調査技術開発によ
り迅速かつ安価なサービス提供を行い、お客様の問題解決
手段を提供する事で地域貢献に繋げる」本事業計画となっ
たのです。

1958 年測量設計コンサルタントとして創業。京都
府及び府下市町村を中心に技術提供。また、基幹系シ
ステムの開発、GIS（地理情報システム）や VRS（仮想
基準点方式）の導入などにも携わる。測量設計からシ
ステム開発までトータルにサポートする。

主要取引先
京都府及び府下市町村行政機関

等

UAV（ドローン）

UAV による撮影と高速通信回線を用いて平地部の電波
の届く地域と、山間部の電波の届いていない地域での空撮
の静止画及び動画の配信状況、配信画像による現地の状況
把握・具体的な協議・的確な現地への指示がリアルタイム
で迅速に行えるか、平地部と山間部の配信画像の鮮明度に
ついて検証しました。

平地部（通信エリア内）では、撮影現場から京都イング
ス本社へ直接画像配信することで、現地の状況把握・具体
的な協議が可能な画像配信ができ、画像を確認しながらの

アンテナ車

サーバー

主要製品
測量／用地調査・補償／土木設計
地質環境調査・解析／情報システム開発
GIS（既成図数値化・航空写真データ）等

現地との電話による指示・確認も行うことができました。
山間部（通信エリア外）においては、電波の届くエリア内
に中継機を設置し、中継機を経由することで画像の配信が
行なえ、現地の状況把握・具体的な協議、指示・確認も可
能でした。画像の鮮明度についても両方のケースで大きな
差異がなく、災害時の現地確認・調査などに使用できるこ
とが実証できました。

災害業務における被災状況調査や、一般測量業務における
現地把握のための撮影などを行うことで、徐々に業務実績
を上げつつあります。最終目的である「災害現場からのリ
アルタイム画像配信」については、災害復旧業務という特
殊な制約条件により実施には至っておりませんが、イベン
ト等さまざまな機会にリアルタイム画像配信を利用してい
ただくことで、顧客（自治体等）に対し受注に向けたＰＲ活
動を実践中です。

UAV（ドローン）

◆ 画像配信技術の検証

画像配信システム図（平地部）
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本社外観

UAV 作業

◆ ICT技術を活用した業務拡大へ
画像配信システム図（山間部）

◆ ＵＡＶを用いた三次元点群測量

UAV により撮影した画像データから、三次元地形モデ
ル（点群データ）の生成を行い、生成した三次元地形モデ
ルより検証点の座標を計測し、現地で実測した座標値との
比較を行いました。水平位置（XY）
、高さ（Z）共に国土交
通省国土地理院「公共測量マニュアル（案）
」に示された計
測誤差の制限内に収まる結果となりました。
これらの結果により、まだリアルタイムの災害時の画像
配信による調査には至ってはいませんが、実際の公共測量・
災害測量等の現場において試験的に作業実施を繰り返し、
自治体からの評価をいただきながら改善し続けながら、業
務受注につなげてまいります。

UAV による撮影画像と画像から作成する三次元データ
は活用範囲が広く、業務拡大・新製品化が期待されます。
道路等の維持管理調査や河川現況台帳への活用などです。
また三次元スキャナーを導
入したトンネル断面の調査、
海の離岸堤の変状調査など、
ICT 技術を活用した応用範囲
が広く、さらなる効率化・生
産性向上、そしてお客様の問
題解決を提案することを通じ
て具体的な業務拡大へと繋げ
統合型 GIS へのデータ蓄積
てまいります。

成果と今後の展開
◆ 災害現場からのリアルタイム画像配信

導入した設備（UAV 及び WiFi、サーバー等）を活用し、

三次元スキャナーによるトンネル断面調査

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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「平成27年度補正ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」成果事例

有限会社 大和彫刻所
4 軸 NC彫刻機及びファイバーレーザー機導入による、丸モノ彫刻技術の継承・高度化事業
設備導入と弊社が従来から有する彫刻技術を掛け合わせることにより、丸モノの曲面上に精密な加工が迅速に彫刻可能
となる。また異なる方式の彫刻機の特性を融合させた技術の確立で、目盛リングから仏具まで業界不問のチャレンジを実
践する。
代表者

代表取締役社長

設

昭和 41 年 12 月５日

TEL / FAX

TEL. 075-581-0545 / FAX. 075-581-2738

3,000 千円

URL

http://www.eng-daiwa.co.jp/

従業員数

7人

E-mail

allcom@eng-daiwa.co.jp

業

金属製品製造業

立

資本金
種

岸上

昌一

所在地

目的、取組のきっかけ
◆ 補助事業に取り組んだ背景

創業以来 54 年、顧客からの注文に応じて金属や樹脂な
ど各種素材に文字、図形、目盛線などの彫刻加工を主な事
業としてきました。ニッチ市場であり、今後の発展を考え
ると平モノ彫刻の対極にあり職人技に依存する丸モノ彫刻
へのＮＣ化が必要と考えていました。
これは、職人の高齢化がわが社の将来を不透明にしてい
たからです。
現有の３軸 NC 彫刻機で、平モノ彫刻には対応済です。
しかし丸モノ彫刻は、技能者の手技が彫刻の製品価値を左
右します。今後、経験が浅い技能者でも価値ある彫刻に仕
上げることができ、市場が求める製品を創り出すことがで
きる職人技の継承を念頭に、４軸ＮＣ彫刻機の導入による
高度化が必要と考えていました。
◆ 補助事業に向けて

これらの背景から、わが社の発展を考えて３つのテーマ
を考えました。
第一に、４軸 NC 彫刻機を導入すること。まず、3 軸
NC 彫刻機で培ったノウハウ。そして、
汎用機の手元レバー
の調整で、0.1㎜の精度を確保する技能者の手技、その手
技を用いた丸モノ彫刻でのノウハウ。この二つのノウハウ
を共有化すれば、さらに難易度が高い丸モノ彫刻が、４軸
ＮＣ彫刻機で可能となります。技能者の手技がなくても精
度・速度を確保することをテーマに掲げました。
第二に、メタルファイバーレーザー彫刻機（以下、レー
ザー彫刻機）を導入すること。４軸ＮＣ彫刻機をもってし
ても果しえない超微細ができること、バイト（刃付切削工
具）を使用しないために強固なワーク固定が不要で、スピ
ンドルの干渉もありません。これらの性能を活かして新市
場に参入できることです。
第三に、４軸 NC 彫刻機とレーザー彫刻機とを複合的に
使用し、新たな効果を生み出すこと。２種類の装置を使っ
ての彫刻は、大きな効果を生む一方で、装置ごとのワーク
24

企業概要

主な保有設備

創業から 54 年、金属、樹脂、木製素材への精密目盛・刻印・パネル・銘
板彫刻など、様々な彫刻マーキングをトータルサポートする彫刻専門企業で
す。
近年では、チタン製品・仏具品への彫刻やレーザー彫刻など、よりユーザー
ニーズに応える彫刻を行っています。

NC 制御彫刻機、NC プレート彫刻機、オート
サイクル立体彫刻機、平面多軸彫刻機、４軸
NC 彫刻機、汎用型彫刻機、メタルファイバー
レーザー彫刻機、CO2 レーザー彫刻機、CAD
／ CAM システム

主要製品
・精密目盛彫刻、金型用刻印、銘板など
工業製品彫刻

・表札、印鑑などチタン彫刻

・貴金属彫刻、仏具品彫刻、焼印など
工芸加工彫刻

〒 607-8306 京都市山科区西野山中鳥井町 14 番地

位置を如何に合わせるかという大きな問題を含みます。こ
の基準を合わせる「位置合わせ」
「芯出し」が解決課題とな
ります。

精密目盛彫刻

曲面彫刻マーキング

チタンプレート

する、すなわち高速彫刻を可能にします。また、光エネル
ギーを調節することで、浅彫りから深彫りまで自在に可能
です。

取組内容
◆ 補助事業で導入する装置①

４軸 NC 彫刻機を導入することで、平モノ彫刻はもとよ
り、その対極にある丸モノ彫刻を可能にします。丸モノに
は、丸棒形状、リング形状、円錐形、ひょうたん形、球形
さらに不定形までの多様な形状があります。平モノ彫刻に
加え、丸モノ彫刻を必要とする市場に深く参入することが
でき、当社発展の鍵となると考えています。
４軸 NC 彫刻機は、Ｘ , Ｙ , Ｚのそれぞれの軸にＵ軸を加
えたもので、主軸回転中に
刃物を径方向に NC 制御す
るため曲面、球面等に加工
ができます。
表裏一体型の両曲面形
状の素材の彫刻も可能に
なります。加えて、指定角
４軸 NC 彫刻機
度の彫刻も可能になり、彫
刻の幅が広がります。
また、4 軸 NC 彫刻機は、技能者の手技を必要としない
ため、経験の浅い従業員が操作することが可能になりま
す。経験豊富な技能者が常時そばにいて経験の浅い従業員
を指導する必要がありません。技能承継が円滑に進むと期
待しています。
◆ 補助事業で導入する装置②

レーザー彫刻機は、レーザー照射距離が一定に保たれる
ことから円筒形状やリング形状に適した彫刻機で、マーキ
ングも可能です。また、半導体レーザーを利用しており、
電気からの変換効率が高く、消費電力がガスレーザー機に
比較すると７割程度削減することができます。さらに、ガ
ルバノミラーという特殊ミラーを使って光を広範囲に照射

ファイバー彫刻機

曲面マーキング

◆ 補助事業の相乗効果

補助事業の相乗効果として、一つの素材に４軸 NC 彫刻
機での加工とレーザー彫刻機での加工を行う複合彫刻で新
たな効果を産み出すことでした。
２種類の彫刻機を使うことで立体感のあるＶ溝彫刻や輪
郭の影や溝の深さの強弱など彫刻効果を産み出すことがで
きるようになります。ただ、２種類の彫刻機を複合的に使
用するためには、いわゆる「位置合わせ」
「芯出し」が重要
です。そこで、わが社で試行錯誤した結果、
「仮彫」をす
ることで芯合わせができることが分かりました。
「大和彫
刻所らしさ」を表現できる大きなポイントを容易に、かつ
高精度で行うことが可能になります。

複合彫刻（刻印）

複合彫刻（円筒目盛）

成果と今後の展開
◆ 平モノ彫刻を極め、丸モノ彫刻へ

焼印製作

ブラックマーキング

補助事業を実施する中で、平モノ彫刻を極めることの
重要性を再確認することができました。４軸 NC 彫刻機を
使って平モノの彫刻をする中で、彫刻角度・刃先形状を一
定条件で設定すれば「たがね彫」が可能となります。この
効果を使って、工芸品彫刻の分野に大きく一歩を踏み出し
ました。同時に、４軸 NC 彫刻機は、NC 旋盤としての機
能を発揮することができ、治具製作に大きな成果をもたら
しています。
４軸 NC 彫刻機を使った丸モノ彫刻は、彫刻角度・刃先
形状を設定することで凹凸ある丸モノ彫刻を施すことが可
能になりました。同時に、
深彫が容易になることか
ら、立体感のある丸モノ彫
刻をすることができます。
今後は、４軸 NC 彫刻機
を使いこなすことを目標
に、各種展示会に出品する
ことでわが社の彫刻技術を
丸モノ深彫の例
発表してまいります。
◆ 複合彫刻に挑む

補助事業で導入した２種類の装置を複合的に使用して得
られる効果を最大限発揮した彫刻ができるよう挑戦してま
いります。
複合彫刻の最大の課題は、２種類の機械で別々に彫刻さ
れることでの「芯ずれ」です。わが社では、補助事業期間
以後もこの課題を追い続け、今では「仮彫」を行うことで
「位置合わせ」
「芯出し」を行うことが出来ています。こ
のノウハウを基にして、４軸ＮＣ彫刻機で彫刻し、レーザー
彫刻機で微細な柄を彫刻して新たな工芸品分野に参入しよ
うと第一歩を踏み出しています。
同時に、レーザー彫刻機の特徴である「油を使わない」
「切り屑がでない」
「繊細・複雑な形状対応」が活かせる
医療分野や環境分野など新分野への参入を計画していま
す。

平モノ彫刻の技をさらに極め、
「大和彫刻所ならでは」
の製品開発に努めます。
ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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「平成27年度補正ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」成果事例

平七水産 株式会社

企業概要

主要取引先
丹後町地域の間人にて、江戸時代から百年
以上の間、水産物を扱ってきました。店舗で
の一般小売、料理旅館、中央市場、さらにイ
ンターネットでも丹後の新鮮な魚介類と加工
食品を販売しています。間人本店とショッピ
ングセンターマイン店の２店で営業していま
す。

海産物のサービス提供プロセスの改善とブランド力強化事業
急速冷凍装置の導入により「松葉がに・鮮魚」を主とした提供商品の鮮度維持や調達を安定させることで提供プロセスを改善
し、利益及び付加価値の向上を図ると共に、顧客満足度の向上を目的としたブランド力強化事業
代表者

代表取締役

設

平成８年７月１日

立

能勢

資本金

30,000 千円

従業員数

12 人

業

飲食料品小売業

種

元憲

所在地

〒 627-0201 京都府京丹後市丹後町間人 1789-1

TEL / FAX

TEL. 0772-75-0025 / FAX. 0772-75-2200

URL

http://www.hei7.com/

E-mail

info@hei7.com

主要製品

間人ガニをはじめとする鮮魚販売、卸売りなど、水産物を総
合的に扱っています。

松葉ガニ（活ガニ、茹ガニ、冷凍品）、魚・エビなどの魚介類、瞬冷商品
干物など水産物加工品

得意分野

目的、取組のきっかけ
◆ 当事業に取り組んだ背景

当事業に取り組む以前の店舗では、店舗面積が現在の本
店ほど広くなかったこともあり、冷凍食品や加工食品の取
り扱いが少なく、一般のお客様が来店されても商品が売り
切れてしまい、購入して頂けるものがないといった状況が
度々起きていました。これは、当社にとっての機会損失で
あるとともに、わざわざお越し頂いたお客様に対しても申
し訳ない思いを感じておりました。そのような状況に対し
て、売り場面積を増やし、品ぞろえを充実させることが長
らく当社の課題となっていました。
さらに、
この地域では、
一般のお客様を対象にした小売店がないことが課題でもあ
りました。
◆ 事業実施の課題
当社が品ぞろえを充実するためには、商品ラインナップ
の拡充と、それらを陳列、保管する設備、場所の確保も必
要となります。商品ラインナップの拡充には、一夜干しな
どをはじめとする加工品の開発、冷凍品の貯蔵などが必要
となります。特に、不漁や悪天候により、仕入が不安定に
なることも考慮が必要で、そのためには冷凍設備とそれを
大量に保管する冷凍庫が必要となります。また、冷凍方法
による食材の劣化についても考慮が必要でした。しかし、
古い自社の設備ではこれらの課題を解決することが出来ま
せんでした。

マイン店

大量に冷凍保存が出来るようにしました。ちょうど、間人
のセリ場が新設される計画が発表され、新店舗予定地から
は直線道路で結ばれており、集客も見込める立地となりま
した。
◆ 事業取り組みの工夫
冷凍品を解凍する場合、ドリップと呼ばれるうま味、栄
養分が液体となって流出するという問題が発生します。従
来からの技術である
エアーブラストとい
う方式では、ドリッ
プが出やすいのが難
点でしたので、今回
の事業では、リキッ
ドフリーザー方式を
採 用 し ま し た。 エ
アーブラストの 20
倍の速度で冷凍が可
能で、これにより冷
凍をしても細胞が傷
つかず、ドリップが
リキッドフリーザー
流出することがない
という点が選択理由
でした。但し、液体の中で冷凍をするため、真空包装が必
要となりますので、真空包装をしてそのまま冷凍保存ので
きるよう設備を導入しました。

取組内容
◆ 補助事業取り組みの内容

幸いにも間人の玄関口にあたる場所を確保することが出
来ましたので、お客様にゆったりとお買い物をして頂ける
スペースを確保するとともに、大きなショーケースから商
品を選んで頂けるように店内の配置を考えました。さらに
店舗裏には加工場を設置し、そこに冷凍設備を導入して、
26

間人本店

冷凍冷蔵庫

実際に設備を導
入してから、いろ
いろな条件、いろ
いろな食材を使っ
て、実験を行いま
した。その結果、
わかったことは、
締めた魚の身を使
うことでドリップ
多用型真空包装機
は全く出ず、身の
質感も味も冷凍前
と変わらないものとなることでし
た。また、食材も白身魚や赤身魚
などの種類によって、結果に違い
があることもわかりました。
そして、実験の結果からわかっ
た冷凍販売に適した魚介類を、
「瞬
瞬冷ブランド
冷」というブランド商品として販
売することに至りました。

成果と今後の展開
◆ 事業の成果

新店舗への移転と設備導入に伴い、お客様に提供できる
商品ラインナップを大きく増やすことが出来ました。特
に、新ブランド「瞬冷」商品の評判は高く、購入して頂い
たお客様からは、おいしいと好評を頂いており、リピート
で購入して頂くお客様もおられます。地元でも、この瞬冷
ブランドの認知度が高まりつつあると感じています。当社
売上全体から見ると、まだ１割に満たない売上ではありま
すが、事業当初の計画は大きく超えることが出来ました。
以前のように、来て頂いたお客様に売るものがない、と
いった状況もなくなり、間人の新鮮な魚介類を、いつでも
自信をもって提供できるようになったことに満足をしてい
ます。

（株）大水京都支店
石川中央魚市（株）
大阪魚市（株）
名古屋海産（株）
但馬魚市（株）

主な保有設備
冷凍冷蔵庫
リキッドフリーザー
多用型真空包装機
ショーケース
ストッカー

本店ショーケース

◆ 今後の展開

今後さらに、瞬冷ブランド商品の販売量を増やしていく
ためには、商品開発に加え、パッケージングも含めたさら
なる商品のブラッシュアップが必要と考えています。ま
た、計画以上に販売が伸びていることもあり、当事業で購
入したリキッドフリーザーなどの容量も増やす必要も出て
きました。そして、店舗をもう１軒増やすこと、京都市内
に中継拠点を設置し、そこから料理旅館へ商品を配送でき
るようにすることも検討中です。
もうひとつ、間人
ガニは全国的に有名
なブランドとなりま
し た が、
「 間 人 」と
いう地名そのものも
ブランド化していく
ことが、地域にとっ
ての課題です。間人
の水産物は、カニだ
けでなく、新鮮でお
いしいことをもっと
広 く、 多 く の 方 に
知ってもらうことに
も注力していくつも
当社販売サイト
りです。

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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「平成27年度補正ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」成果事例

松崎工芸 株式会社

企業概要

主要取引先
現事業主の祖父が昭和 48 年に松崎木工所として建具
屋を創業し、昭和 52 年に現事業主の父が木製照明器具
製造を始める事となり松崎工芸が立ち上がりました。
高度の木工加工技術を保有していることを強みとし
て、主に木製照明器具を各照明メーカーからの受注生産
をしています。その他オリジナル製品も多くあります。

新規製品の製造受注への対応とオリジナル商品の開発
これまで培ってきたレベルの高い木工技術と、工場の移転に伴って拡大したスペースを活用し、新たな製品製造の受注に
対応できる機械設備を導入した。また、導入する設備をオリジナル商品の開発にも活用して、業容の拡大を推進する。
代表者

松﨑

設

平成 28 年 10 月３日

立

英樹

資本金

8,000 千円

従業員数

13 人

業

木材・木製品製造業

種

所在地

〒 627-0141 京都府京丹後市弥栄町黒部 805

TEL / FAX

TEL. 0772-65-8058 / FAX. 0772-65-8057

URL

https://k-matsuzaki.com

E-mail

matuzakikougei@blue.plala.or.jp

得意分野

木製照明器具・木製ノベルティ・木製玩具・木製納棺品等の製造

目的、取組のきっかけ
◆ 背景

（集塵機）が必要になります。
また、塗装ブースを導入することにより、仕上げ塗装まで
当事業所内で完了することが可能となります。
照明器具の受注量は増加しており、それに対応するため、

工場の外観

主要製品
木製照明器具（和室用等）
・家具（机・椅子等）の製造、木工旋盤による加工、木材をカッ
トして数百種類のパーツに加工。やすり等の工程も機械による自動化を進めています。
オリジナル製品（雑貨）
開発も行っています。

当社のノベルティ製品

組立て机・椅子

当事業所は木工専門工場としては大型です。
技術力については、精密で複雑なものの製造ができるよう
になり、依頼を受けた木工加工でできないものはほぼなくな
りました。

昨今の木工業界は、度重なる価格競争によって厳しい単価

ダブルソーを増設します。この機械は照明器具製造において

展示商談会には積極的に参加し、大阪・東京での販路開拓

欠かせない「トメ加工」を行う機械であり、稼働率も高く、複

をするとともに地元の仲間とのコラボ出展や住民と一緒に

あって廃業する事業所が増えている状況です。このような状

数台保有することにより、後工程もスムーズになり、作業効

なった木工教室などの地域貢献も大事にしていきます。こう

況下で、比較的若い世代で経営する当事業所には、これまで

率も格段に向上します。

した活動は地元紙にも度々掲載されています。

業者からの問い合わせを多くいただいています。

最近では、営業に力を入れており、受注量が増加してきて
います。また塗装ブースを持つ、
一貫製造の木工所は少なく、

しかし、従来の工場では手狭となり、これまで以上の増産
が不可能となり、移転して生産スペースを確保して対応する

主な保有設備
NC ルーター、大型ワイドサンダー、モ
ルダー、木工旋盤、パネルソー、ダブ
ルソー、塗装ブース、集塵機、レーザー
加工機他

NC ルーター

大型ワイドサンダー

その他のノベルティ製品を伸ばし、来年は逆転を目指してい
ます。
また、自社の m-Kino ブランド（商標登録済）を活用して、
直接販売を進め、将来は３本柱（照明器具、什器・ノベルティ、

設定で受注する状況に追い込まれ、さらには後継者不足も

の主要製品である照明器具だけでなく、木製品を扱う様々な

宣伝用ポスター

主要取引は各照明メーカー、各商社で
す。

新分野）へと革新していきます。
幸いにも現在の工場は、バグフィルターのさらに大型のも
のが必要となるぐらいに工場はフル稼働しています。
将来的な売上目標の２億円を達成するために、体制づくり
として、部署の責任意識・社員教育、コスト軽減、福利面の

成果と今後の展開

充実を図ります。

◆ 導入後の成果

ことにしました。
また、自社オリジナル製品の開発にも力を入れており、す

導入するパネルソーや木工旋盤を活用し、コンパネ、合板

でに新製品を試作しました。これらの量産体制と顧客ニーズ

など正確にカットし、丸加工技術を取得し、高品質で複雑な

を満足させる設備投資も必要となりました。

木製什器を製造して、新規受注に対応しました。
塗装ブース・バグフィルター・ダブルソーを導入し、木製

◆ 技術的課題

什器を自社内一貫製造、及び生産能力向上により既存製品の

木製什器を製造するには、現状の設備だけでは製造でき
ず、仕上げ塗装も塗装ブースの設備がなく、外注依存によ
り、受注量をさばくことができない状況でした。
オリジナル商品を開発するための丸加工ができる設備が
なく、現状の主力製品である照明器具においても、受注増
加に対応できない状況となっていました。
まさに生産能力アップを図るタイミングであり、これま
で考えていた将来の売上目標２億円を達成するため、人・
設備・場所の再構築が必要でした。

受注増加と新規受注に対応することができました。
工場移転に伴う拡大されたスペースを活用し、導入設備の
バグフィルター、塗装ブース及び同時購入の木工旋盤、パネ
ルソー、ダブルソーについては順調に稼働しており、木製什
器・木製玩具・納棺品等の市場ニーズに対応し、受注量増大
にも寄与しています。
集塵機

工場内作業風景

具体的には、木製什器やノベルティの製造は大手メーカー
からの受注が増加しており、全国に販路を持ち、関西エリア
の店舗型什器の受注があります。これまでの照明器具で培っ
たノウハウを活かした高品質な製品を製造し、また生産効率
向上により納期対応するとともにコストダウンにもつなげて

取組内容

います。
またオリジナル製品の納棺品販売先である葬儀会社からこ

◆ 取り組み内容

のアイデアを高く評価され、製品化しました。

木製什器の製造には、ベニヤ板、合板などの材料を使用し

生活用品の顧客ニーズも多くあり、製品化しています。

ますが、これらを正確な寸法で切断するにはパネルソーを使

例えば木のカップを孫の保育園の入園祝いに名前入り（レー

用します。また、什器の脚や木製ビール瓶（納棺品）等の円形

ザー加工）での注文などです。

加工、あるいはオリジナル製品開発に必要な木材の丸棒状切

◆ これからの取組・見通し

削・掘削加工には木工旋盤を使います。これらの機械を使用
する際は、切断・切削時に発生する屑を集めるバグフィルター
28

塗装ブース

製品の売上ウェイトは、照明器具を 50％になるぐらいに

直販コーナー

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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「平成27年度補正ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」成果事例

吉田工業 株式会社

企業概要

NC 旋盤の導入で生産効率の向上を図り町工場に明るい未来を！
ＮＣ旋盤と汎用旋盤を併用することで、 技術者の残業などの負担を軽減し、 退職後のシルバー世代や女性も積極的に雇用でき
る働きやすい環境を作る。これまで以上にすばやい納期と品質で競合他社に勝ち、 高賃金で希望のある町工場の模範となる。

当社は、昭和 45 年に吉田工業所として創業し、平成 28 年
に吉田工業株式会社に法人化をした金属加工業者です。大手
工具メーカーの下請け工場として、工具の加工をしています。

主要製品
ダイヤモンドドレッサのシャンク部
（柄の部分）の製造・加工・修理

主要取引先
大手工具メーカー

代表者

吉田

資本金
従業員数
業 種

3,000 千円
8人
金属加工業

設

立

稔

昭和 45 年５月３日

所在地

〒 612-0887 京都市伏見区深草野手町 12-3

TEL/ FAX

TEL. 075-642-4844 / FAX. 075-642-4877

URL

https://yoshida-kogyosho.com

E-mail

yoshidakogyosho.k-k@eagle.ocn.ne.jp

得意分野

小径、丸モノの旋削、切削加工

目的、取組のきっかけ
◆ ダイヤモンドドレッサとは

ダイヤモンドドレッサとは、工業製品の製造には欠か
せない、砥石のメンテナン
ス工具となり、形状崩れを
起こした砥石の目直し、形
直し、成形に使われます。
自動車・産業用ロボット・
医療など、様々な分野で使
用され、取り付ける機械・
砥石の種類によって一つ一
つ形状が異なります。製品
の仕上がりや精度を決める
極めて専門性が高い分野で ダイヤモンドドレッサシャンク（先端
にダイヤモンドをマウントすることで
す。
ダイヤモンドドレッサとなります。）
◆ 当社ではダイヤモンドドレッサシャンクを製造

当社ではダイヤモンドドレッサの柄（シャンク）の部分
を製造しています。当社で製造したダイヤモンドドレッサ
シャンクの先端に工業用ダイヤモンドをマウントすること
でダイヤモンドドレッサになります。ダイヤモンドドレッ
サシャンクの加工・製造には、5 ミクロン（0.005 ミリ）
の精度を求められることもあります。
◆ デジタル化・自動化の第一歩として

当社は、現代表の父親が約 50 年前に創業した当時と同
じかたちで事業を継続してきました。補助事業に取り組む
まで、パソコンもありま
せんでした。２人の息子
が後継者となってくれた
ことにより、今後の事業
継続のために息子たちと
ともにデジタル化・自動
化に取り組むことにしま
50 年間続く工場風景
した。
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◆ 最新設備による生産効率アップと従業員の負担軽減

当社は現有設備のメンテナンスを重ねながら大事に使
い、大きな設備投資を抑えてきたことで、結果的に利益を
出すことが可能でした。しかし、同業他社が廃業をしてい
くのを目の当たりにし、生産効率をアップすること、従業
員の負担を軽減し待遇を改善していくことが事業継続には
必要だと感じました。そのために、最新設備を導入し、生
産効率アップと従業員の負担を軽減、待遇改善を実現させ
ることにしました。また、効率化を進めることで、後継者
である息子たちが日々の作業だけでなく、経営者、技術者
として成長するための時間を作れるようにしたいと考えま
した。

取組内容

主な保有設備
・ NC 旋盤
・汎用旋盤
・縦型フライス
・横型フライス
・ボール盤

ダイヤモンドドレッサ

個あたり４時間から１時間 30 分に短縮することを実現し
ました。
◆ ＮＣ旋盤導入にあたっての課題解決

当社では、NC 旋盤を初めて導入したため、次の３つの
課題が発生しました。
①長い材料を回転させるとブレが発生する。
②ダイヤモンドがマウント済みの場合にダイヤモンド
が損傷する可能性がある。
③ＮＣ旋盤の技術者の育成。
①と②は、専用治具を作ることによって解決しました。
③は、後継者である長男がメーカーの研修参加等により技
術・知識を習得することで解決しました。

◆ ＮＣ旋盤導入による工程数削減と生産時間の短縮

従来、汎用旋盤による手作業でおこなっていた工程に
NC 旋盤を導入することによって、製品加工を自動化する
ことにしました。その効果
として、工程数の削減と生
産時間の短縮を見込んで
いました。
汎 用 旋 盤 で は４ 工 程 か
かっていた工程数を NC 旋
盤では、２工程に短縮する
こ と。 生 産 時 間 は、100
NC 旋盤

当社の汎用旋盤の加工技術の強みは、１本１本手作業で
行う確実な手法により５ミクロンほどの精度での加工もロ
スを限りなく少なくできることです。
NC 旋盤と手作業の融合によって工程の自動化を実現す
ることで、高い精度の生産数を増やすことができます。ま
た、体力的負担が軽減されることで、シルバー世代の雇用
と女性の活躍を実現でき、
待遇を改善できると考えました。

成果と今後の展開
◆ 生産数の増大と新規分野の受注で売上の向上

NC 旋盤の導入によって、加工精度を維持させたまま生
産量の増加を実現することができた結果、急激な受注増に
も対応することができるようになりました。取引先にも当
社の加工技術の向上が伝わり、測定子などのダイヤモンド
ドレッサ以外の製品加工の受注もいただけるようになって
います。補助事業の販売高も全社構成比 15％超まで伸ば
すことができるとともに、従業員の給与向上を実現するこ
とができています。
◆ 次世代に事業承継ができる高い技術力を目指す

長い材料の回転ブレを防ぐための治具（左が中身、右が外観）

素材カット後、4 工
程を経て、1 点ずつ
手作業にて製造

素材カット後、全工程が自動化。
プログラムをセットすることで
大量生産

◆ 強みの強化と従業員の待遇改善を目指す

NC 旋盤の導入は２人の息子が中心となって進めていま
す。長男が３代目となります。さらに 4 代目へと承継して
いけるように技術力を高め零細工場の模範となる存在を目
指していきたいです。
具体的な目標としては、今後、予測されるユーザー様で
の効率化、工程改善などに伴う短納期化やダイヤモンドド
レッサの細分化に対応できるさらなる高精度生産、多品種
生産を実現することです。合わせて、今後は EU の環境規
制「RoHS 指令」等にも適合する新素材での難易度の高い
加工技術の確立が求められます。持続可能な社会の要求に
対しても新たな挑戦によりさらなる技術力の向上に努め、
次世代への事業承継に繋げていきたいと考えています。

ダイヤモンドの損傷を防ぐために、樹脂ボルトを取り付けられるよ
うに作成した治具（コレットチャック）

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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「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」成果事例

京都飲料 株式会社

企業概要

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発・導入
飲料製品の最大の課題は、酸化による劣化です。今回、液体に直接窒素ガスを混合することで品質劣化防止が可能となりました。
すべての飲料にも対応することができ、品質向上、食の安全をアピールすることで、顧客満足度を高め、売上拡大を目指します。
代表者
設

立

藤本

守

昭和 37 年 12 月 1 日
（創業 昭和 25 年 12 月）

資本金

1,000 千円

従業員数

14 人

業

飲料・タバコ・飼料製造業

種

所在地

〒 601-8204 京都市南区久世東土川町 265

TEL / FAX

TEL. 075-931-0011 / FAX. 075-922-4383

URL

http://www.mamy.co.jp

E-mail

m-fujimoto@mamy.co.jp

得意分野

社長の珈琲好きから始まった、自家焙煎珈琲店のオリジナルアイスコーヒーを OEM で
生産。他社には真似のできない少ロット生産ネルドリップ方式での製造を行います。全
国 300 社の自家焙煎珈琲店の独自のスペシャリティ豆で当該方式を活用し、提供する
珈琲は忠実に各店の特徴を活かした商品に仕上げます。また小規模店が多いことから少
ロット・短納期にも期待に応えています。そのため各店から絶大なる信頼を得ています。

主な保有設備

昭和 37 年 12 月法人設立（昭和 25 年創業）
業務用食品・飲料の製造を行っている飲料メー
カー。業務用シロップ、氷みつ、珈琲を中心
にマミーという自社ブランド製品を 300 アイ
テム製造し、全国の食品問屋に卸しています。高級素材は一流
ホテルでも使用されています

主要取引先
主要都市酒食品問屋・自家焙煎店

主要製品
業務用シロップ、氷みつ、
珈琲、紅茶、オーガニッ
クジュース（全てマミーオ
リジナルブランド商品）

◆ 補助事業取組の動機

今回の補助事業の前提として、Ｈ 25 年事業において、
独自の強みである「小ロット生産ネルドリップ方式」によ
る美味しいアイスコーヒーを自家焙煎珈琲店へ OEM 供給
するため、一貫生産ラインの設置を行ないました。この投
資により大幅な生産性向上が見られ、早期納期対応、衛生
面の向上、営業への人材確保が可能となりました。結果、
他社との差別化が大きく図られ、OEM 生産の顧客が 150
社から 300 社へ倍増しました。
そして今回更なる差別化を図るため、珈琲の味の向上を
図ることとしました。

飲料製品の最大の課題は、酸化による劣化です。
特に珈琲は香りと風味が大切ですが、酸化によりすぐに
劣化します。前述の現在メイン顧客となっている自家焙煎
珈琲店への OEM 生産は美味しさが当社の強みです。酸化
への対応という課題を克服したいという思いが今回の事業
の目的、きっかけです。

珈琲脱酸素装置概略フロー

◆ 成果を出すために工夫した点

ガス（無味無臭、人体影響なし）を吹き込み、瞬時に撹拌
混合し、溶存酸素を低減することで、鮮度維持、酸化防止、
賞味期限延長することができます。また主要装置の特殊イ
ンラインミキサーは全長 60cm くらいの小型で、高額な
ものではない為、当社でも導入可能と判断しました。ノリ
タケ様は牛乳・日本酒での実績はあったものの珈琲の実績
はなく共同で開発することとなりました。

他社の脱酸素の取り組みも研究しました。添加物（ナト
リウム、ビタミン）を入れたり、窒素ガス充填・液体窒素
滴下も検討しましたが、それぞれ風味が変わる、設備が大
掛かりになるなど当社では採用が難しかったです。
気液混合装置
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充填機

打栓機

冷却ライン

【本事業の販売実績】

◆企
 業の課題

取組内容

自動洗瓶機

達成しました。
そして医療・健康分野に関するニーズの課題・高度化目
標への対応を実現しました。脱酸素により、カビ、虫害、
錆などの問題が解決し、お客様の健康を守る、高衛生管理・
信頼性・安全性を提供いたします。

目的、取組のきっかけ

◆目
 的、きっかけ

特殊インライン
ミキサー

気液混合装置

特殊インライン
ミキサー

ノリタケ様で実績のある牛乳で実証実験を行いました。
溶存酸素の値がどうなると味覚（口当たりの良さ、後味の
良さ、風味）に影響が出るのかを徹底的に調べました。
その後、その結果も参考にしながら、弊社の珈琲にあっ
た仕様を検討しました。溶存酸素濃度の測定試験、インラ
インミキサーの設計から始めました。
アイス珈琲 OEM 事業にとって、風味、珈琲の口当たり、
飲みやすさが最重要点です。そこで「窒素混合により溶存
酸素濃度を 4 パターン試作し、自家焙煎珈琲店の社長、珈
琲鑑定士の方々に試飲をお願いしました。
結果、通常溶存酸素濃度（0.55ppm ～ 0.32ppm）を
0.55ppm から 0.3ppm 前後に低減された珈琲が一番おい
しいと評価をいただきました。
口当たりがまろやか、
酸化による酸味、
苦みを感じない。
珈琲本来の味がする。
」と大絶賛でした。
そこで当社のマミーオリジナル商品にも対応できるか検
討しています。

珈琲総生産

前年より125%増加

珈琲瓶総生産

前年より154%増加

窒素充填数

前年より159%増加

◆ これからの取組、見通し

時代はスペシャリティ珈琲のブームが起きています。サ
スティナブル珈琲（認証珈琲）が選ばれ、フェアトレード
やオーガニック珈琲豆に高い料金を払い、地球環境保全を
行うなど CSR に力を入れている自家焙煎珈琲店に高品質
な製品を納入し、売上 UP に寄与することで応援していき
たいと考えています。夫婦 2 人で営業している小規模店で
も、半年間在庫となったアイス珈琲も美味しいと喜んで頂
けると、商品力のアップが期待されます。
販売目標に対してはライバル店のシェア争いに有利に戦
い、件数的には目標に近づきましたが、売上総額ではそこ
までいっていません。全体としての売上目標は前年より
５％ UP にしています。
コロナ禍の影響も考慮して、これまでの BtoB からネッ
ト販売を通して BtoC も検討しております。ショッピング
サイトを具備した HP の制作も視野に入れています。
【脱酸素化アイスコーヒーでの取引拡大リスト】

成果と今後の展開

◆ 具体的な内容、取組内容

◆ どのような成果、効果があったのか

以下のアンケート内容等を踏まえ、新しい脱酸素システ
ムを検討することとなりました。
（株）ノリタケカンパニー
リミテド様の気液混合装置を珈琲で活用できるように共同
開発を進めました。この装置は飲料の液体の中に直接窒素

飲料分野に関する安心・安全や旨みの増加等に関する消
費者ニーズの高度化目標への対応を実現しました。具体的
には当社製品の品質の均一化、
高品質・高付加価値の付与、
旨み・香りのロス低減、生産から販売に至る技術の向上を

1
2
3
4
5
6
7
8
9

珈琲実験室（東京）
（株）まる味屋珈琲店（熊本）
珠屋小林商店（東京）
田中珈琲（長崎）
マチダ商事（鹿児島）
パルシック（東京）
イースト（神奈川）
ウインドファーム（福岡）
（株）Attic coffee and dining（長崎）

新規取引
新規取引
新規取引
新規取引
新規取引
新規取引
新規取引
新規取引
新規取引
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株式会社 草川精機
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
本事業で、これまでの医療機器部品製造において更なる高度化に対応するため、生産体制の情報が一元管理可能な生産管
理システムを導入し、品質レベルの底上げと先端技術分野での製品安定供給の実現をめざし、新たな生産体制を構築する。
代表者

代表取締役

設

立

草川

博史

所在地

昭和 59 年５月１日

TEL / FAX

TEL. 075-662-2525 / FAX. 075-662-3068

資本金

30,000 千円

URL

https://kusakawa.co.jp/

従業員数

32 人

E-mail

info@kusakawa.co.jp

業

金属・非金属精密機械部品製造・組立

得意分野

豊富な保有設備と独自の社内管理システム活用により、大型から
小物まで、アルミ・ステンレスなど多種材質の加工部品を高精度・
高品質、かつ短納期で提供することが可能で、特に大型薄物を得
意としています。

種

目的、取組のきっかけ

取組内容

◆ 製品リードタイムの短期化

◆ 生産管理システムの選定

当社は産業機械用部品の切削加工、とりわけ半導体や液
晶装置、医療機器用部品など高精度・高品質が要求される
加工を得意としています。
近年、特に PET 装置など医療機器については、熾烈な
開発競争の中で頻繁な仕様変更やモデルチェンジが繰り返
され、リードタイムが短期化する傾向にあります。
これらの要求に応えるためには、多品種少量、短納期化
に向けたさらなる安定供給体制を構築する必要が生じてき
ました。

導入前は、自社のしくみを単純にシステムに置き換える発
想で設計していたため、業務改善が進んでいませんでした。
その反省を踏まえ、さまざまな企業のノウハウを反映
し、多品種少量生産事業に特化した外販システムが適切と
判断しました。
その中から、
①計算ソフトからのデータ取
り込みが直接可能なこと
②バーコードを活用すること
で、材料受け入れ、在庫ト
レース、進捗管理などが可
能で、全体の生産状況が適
切に把握できること
などが決め手となり、株式会
社テクノアの TECHS-BK 導入
TECHS システムフロー
を決定しました。

◆ 情報管理体制の不備

しかしながら、当社は従来から各部門単位で IT 化を進
めていたものの、それぞれの部門がデータなどを個別に保
有するにとどまっていました。
全社の情報共有が不十分なことにより、トラブル発生時
や進捗管理に支障が生じ、顧客要求に的確な対応ができな
いという製造工程の課題が浮上しました。
また、部門間で業務の重複や漏れが発生することで生産
効率の悪化を招いたり、生産工数の把握や不良率など原単
位情報が不足しているため、収益確保に向けた適切な原価
管理が行えないなど経営上の課題もありました。
◆ 情報の一元管理

これらの課題を解決するために、各部門の業務を再構築
して、散逸した生産情報を全社で一元管理するとともに、
データを活用した原価管理のしくみを導入する必要性を強
く認識したことが、今回の基幹系生産管理システム導入の
背景です。
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◆ 導入プロジェクトの始動

システムを稼働させるために、
生産管理・製造・業務・総務経理
の選抜メンバーによるプロジェク
プロジェクト打合せ風景
トチームが結成されました。
当初は、自部門だけの利益を意識した意見も皆無ではあ
りませんでしたが、今この改革をしないと将来もっと苦し
くなる、未来志向で取り組むべき、という認識をチームで
共有することで乗り切ることができました。
プロジェクトチームが取り組んだテーマは次のようなも
のです。
①業務内容の抜本的見直し
現状の各部門の業務内容をたな卸しし、業務の重複
や漏れを明確にしたうえで、統廃合と手順を見直しま
した。
さらに、システム入力項目や効率を意識しながら、

企業概要

主要取引先

1962 年京都市下京区梅小路での
創業当初から、金属切削加工を主体
として事業を展開してきました。
2002年にISO9001を取得するな
本社建物外観
ど、
「全数良品主義」を掲げ、徹底し
た品質管理に基づく高信頼性加工部品を作り続けています。

医療機器製造会社、半導体・液晶装置製造会社、薬品製造装
置製造会社 など

主要製品
医療機器部品、 半導体・液晶製造装置部品、 通信機器部品、
ロボット関連部品、 多角形真空チャンバー、 産業機械部品など

主な保有設備
五面加工機 MVR １機
門型マシニングセンター VP2200 1 機
門型マシニングセンター FX10G ２機
立型マシニングセンター FVJ5 Face35/80 １機
Mastercam ３台

門型マシニングセン 門型マシニングセン
ター VP2200
ター FX-10G

五面加工機 MVR
ロボットアーム

多角形真空チャンバー

ヒートシンクケース

帳票類を全面的に刷新
しました。
②原価管理の実施
これまで実施できて
いなかった原価管理の
帳票イメージ
しくみを新たに構築す
るため、必要なデータ項目を整理するとともに、作業
工数や工程内不良率などの目標を設定しました。
③従業員教育の実施
システム運用及び操作を習得するため、システム会
社が実施する教育プログラムに参加した従業員が、社
内で他の従業員を教育するしくみを構築しました。

成果と今後の展開
◆ 原価の見える化

システム導入により、原
価管理のしくみが構築さ
れ、製品別の原価まで明確
にわかるようになりました。
これにより正確な見積りを
出せるようになったことは ハンディーターミナル使用写真
もちろん、生産現場の作り込み段階などにおけるコスト上
の問題点も、感覚ではなく、データという共通言語を基礎
として解決していく習慣が根付きました。
◆ 生産工程の改善

システムにはさまざまな機能が備わっており、これらを
活用することで、生産工程の改善が可能になりました。
「不良分析グラフ機能」では、不良の発生状況を製品別・
工程別に詳細に知ることができます。
品質会議でこの機能を活用した要因分析を行い、迅速な対
策を講じることができるようになりました。
また、
「工程負荷問合せ機能」により、リアルタイムで
各工程の業務負荷がわかるため、状況に応じた作業指示を

行い、生産効率が向上しました。
この機能活用により、余力のある場合は外注を内製化す
るなど、柔軟な生産体制構築が可能となり、コストダウン
効果を得ることができました。
さらには「作業実績問合せ機能」で進捗状況がモニタリ
ング可能なため、計画との乖離時にタイムリーな対策を実
施できます。
◆ 企業風土の一新

従来は会議を開催しても建設的な意見が出にくい状況で
したが、データに基づく冷静な議論ができるようになる
と、徐々に会議が活性化し始めました。
また、システム導入により全社的なしくみが見えたこと
で、一人ひとり会社利益を考えた行動が意識できるように
なり、企業風土が一新しました。
現在も、
「ものづくりは、人づくり、しくみづくりから」
を念頭に、毎月の社員研修とシステムのブラッシュアップ
を継続しています。
◆ さらなる事業拡大に向けて

システム導入の結果、納期を１４日から１０日に短縮す
るなどの大きな効果を上げ、お客様との関係強化につなが
りました。
今後、さらに小型化・高度化が進むと同時に、低コス
ト・短納期・安定供給という要件が求められることになる
ため、本システムの重要性はますます高まるものと予想さ
れます。
次のステップとして、システム化により蓄積されたあら
ゆるデータを最大限に活用して経営戦略を構築しつつ、総
合的な生産能力
向上に向けて着
実に進んでいき
たいと考えてい
ます。

WEB 工場見学、企業ホームページ用 QR コード

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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菅原精機 株式会社
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金型の実現
粉末成形超硬金型のミーリング加工によるミガキレス金型の実現により、 現状の工法による加工限界をブレークスルーし、 高精
度な微細加工の達成を図り、日本のものづくりに貢献する。
代表者

代表取締役

設

所在地

〒 607-8164 京都市山科区椥辻西潰町 14 番地

昭和 41 年 12 月１日

TEL / FAX

TEL. 075-581-7121 / FAX. 075-581-2667

資本金

40,000 千円

URL

http://www.k-sugawara.co.jp/

従業員数

106 人

E-mail

gyoumu@k-sugawara.co.jp

業

生産用機械器具製造業

得意分野

パソコン・スマートフォン・家電・車など、あらゆる製品に
使用される電子部品用粉末成形金型の製造

立

種

菅原

尚也

目的、取組のきっかけ
◆ 取組のきっかけ

（１）取引先からのニーズ
近年、次世代スマートフォンを筆頭に電子機器の小型化・
高機能化が進むにつれ、搭載される電子部品も年々小さく
なっています。また、電子機器一台あたりに搭載される部
品点数も飛躍的に増加しています。そのため電子部品の製
造に欠かせない金型は、取引先からミクロンオーダー（１
μｍ＝１／ 1000 ｍｍ）の精度が要求され、さらに、生産効
率を上げるため、多数個取りの仕様が要求されています。
現在、コロナ禍で増加するリモートワークにモバイル機
器は必須となっています。そのため、今後益々小型電子部
品の需要増加が予想され、取引先からの受注の増加が見込
まれています。
（２）当時の生産状況
当社が得意とする「超小型多数個取り金型」は、プレス
への取り付けまでを考慮した独創的な機構となっていま
す。これらはミクロン精度の加工技術と長年培ってきたノ
ウハウ、匠の技と呼べる職人の仕上げ技術、およびトップ
レベルの品質管理のサポートによって成り立っています。
しかし、取引先が要求する更なる小型化への対応におい
て、従来の加工方法では限界が生じてきており、当時、自
社の検査段階における一部の製品群では約 10％の修正が
発生していました。手直し、やり直しが必要となるため、

作業工程 2

生産計画外の工数が発生する影響で、生産計画に変更が生
じ、
納期調整に労力がかかっていました。また取引先から、
より高精度・高品質な金型のニーズがあるものの技術的に
対応が困難であり、顧客の要求に応えきれない状態が続い
ていました。
◆ 目的

高精度・高品質の超小型金型の安定した生産体制を構築
するために、高い職人技に頼らない工法の開発に取り組み
ました。これによって競合他社との技術優位性をより確か
なものとすると共に、高付加価値なものづくりを推進し、
取引先の高度な要求に応えることで、さらなる信頼関係の
構築を目指しました。

取組内容
◆ 最新型マシニングセンタの導入

作業工程 1
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金型加工の最終工程は、
「表面加工」
「表面磨き」といっ
た人による手作業になっています。年々金型の小型化と形
状の複雑化が進み、非常に難易度の高い職人技が要求さ
れ、多くの工数を要していました。この最終工程にマシニ
ングセンタによる「直彫り加工」を導入し、高精度化・高
品質化、および修正率低減（生産の安定化）に取り組みま
した。従来、超硬の粉体成形用金型においては切削加工に
対応できる硬い工具がなく、マシニングセンタの回転数も

企業概要

主要取引先

設立以来、一貫して粉体成形用超硬精密金型とロータリー
プレスを製作。特に小型金型の製造に極めて高い技術力と生
産能力を兼ね備えている。「金型づくりで輝く未来をつくる」
をミッションに掲げ、取引先から高い評価と信頼が得られて
いる。

全国の電子部品メーカー、超硬工具メーカー

主要製品

粉体成形用超硬精密金型

十分でなかったため用い
ることができませんでし
た。しかし昨今では、マ
シンニングセンタ・切削
工具が共に進化し、加工
機メーカーとテスト加工
を重ねた結果、当社が求
める加工精度の実現可能
性が高まりました。そこ
で、新たな工法の構築を
目指すため、導入するこ
とにしました。

主な保有設備
・各種研削機（平面、プロファイル、円筒 etc.）
・各種ミーリング機
・各種放電加工機（型彫、細穴、ワイヤーカット）

ロータリープレス

導入された装置

◆ 暗黙知の形式知化

当社が実施する手作業による最終工程では、ミクロン
オーダー（１μｍ＝１／ 1000 ｍｍ）の所望形状に沿って鏡
面仕上げすることが求められます。これまで熟練工の感覚
の中にあった高度な技術（暗黙知）に対し、機械化を通じ
て形式知化することに取り組みました。
◆ 組織体制の整備

代表取締役のもと、迅速かつ円滑な設備導入と新工法の
確立、および新工法による新製品の受注に向けて、製造部・
品質保証部・営業部を中心とする組織横断的なプロジェク
ト体制を設立しました。これにより設備導入（仕様決定・
設置・納品・検収）やオペレーション教育、および新工法
開発と戦略的な営業活動に対し、全社一丸となって取り組
むことが可能となりました。

成果と今後の展開
◆ 補助事業の成果

（１）修正率の大幅な低減
マシニングセンタの導入により最終工程での手作業を大
幅に削減し、最終仕上げのみにすることができました。そ
の結果、前述の製品群の修正率が約 10％から約 0.5％に低

減し、手直しややり直しによる計画外の時間を削減し、生
産効率向上を図ることができました。
（２）製品付加価値の向上
機械加工の利点と手作業によるきめ細かな最終仕上げを
融合することで、従来と比較してワンランク上の品質を達
成することができました。これにより、取引先の要求に応
えることが可能となり、高付加価値なものづくりで信頼を
得ることができました。
（３）教育期間の短縮と生産体制の強化
熟練工の高度な技術（暗黙知）を、機械化を通じて形式
知化することができた結果、作業の標準化とマニュアル整
備が進み、若手や新人を戦力化する期間が大幅に短縮され
ました。これにより、受注増加や特急注文への柔軟な対応
が可能となり、生産体制を強化することができました。
（４）技術開発力の強化
これまで長年にわたり積み上げてきた加工ノウハウの暗
黙知を形式知化することで、所望の金型形状に沿って鏡面
に仕上げるプロセスを要素技術に分解することが可能にな
りました。これにより、次世代製品に要求されるさらに高
度な技術をブレークスルーできる方向性が明らかになりま
した。
◆ 今後の展開

電子部品の寸法や形状精度は、性能や品質の重要な構成
要素のひとつであり、小型化の進展に伴い、益々その重要
性が高まっています。また電子部品の高機能化・小型化が
進展することで、5 Ｇのような次世代通信技術の実現性が
高まり、世界を大きく変えることも可能になります。当社
は、今後も、メイドインジャパンのものづくりを支える黒
子として、最高の技術に最新の設備を融合させることで新
たな付加価値を創造し、業界におけるリーディングカンパ
ニーを目指していきます。これにより取引先から圧倒的な
信頼を得られる企業になれると確信しております。

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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「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」成果事例

日本フットケアサービス 株式会社

企業概要
平成 18 年創業以来、下肢を中心に整形疾患、小児、
スポーツ、糖尿病足病変などに対する装具と、切断後
の義足まで、幅広く装具と義肢（以下、デバイスと呼
称）を製作しています。最近ではパフォーマンスアッ
プのためのスポーツインソールに注力しています。

足底装具の生産プロセス自動化による生産性向上と世界市場の獲得計画
当社は主にカスタムメイドのインソールを多く製作しています。手作業が多く効率の悪い生産プロセスを改善すべく、３
次元造形加工機（NC 加工機）を導入しました。これにより１日の生産能力を３倍にし、増加する国内外のニーズに対応でき
るよう量産体制を構築して、経営力向上に繋げています。
代表者

代表取締役

設

平成 18 年２月８日

立

大平

吉夫

資本金

10,000 千円

従業員数

約 70 人

業

製造・加工・機械器具（その他）

種

所在地

TEL. 075-693-9536 / FAX. 075-693-9537

URL

www.jpnfootcare.com

E-mail

info@ipnfootcare.com

得意分野

カスタムメイドインソール

◆ 当社の強み「長年の臨床経験と先進的技術にもと

①現状 手作業での工程

◆ 拡大するデバイスのニーズ

糖尿病の患者数は、日本・中国・東南アジア諸国で 1 億
5320 万人に達していますが、現状においてフットケアや
デバイス提供の体制整備は遅れています。専門的技術や情
報の発信、信頼に足るデバイス提供に対するニーズが年々
高まっています。
今後、世界を視野に入れた事業展開も計画しています。
◆ 本事業取り組みの目的

現状の製作過程では手作業が多く、効率アップが課題で
した。当社の強みである “ 様々な要素を反映させて雄型を
生成するノウハウ ” を数値化し登録することで、熟練の作
業工程を部分的に自動化し、生産効率の大幅な向上を目指
しました。国内外で需要が高まるデバイス供給に備えて生
産効率の向上を図り、急増する需要に応えられる体制を構
築するためでした。
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取組内容
◆ 手作業による加工から機械化による生産性向上

下肢医療で先進的である米国の足病専門医やインソール
製作企業と提携し、日々研鑽と経験を重ねることで、高い
治療効果や顧客満足を得ています。
デバイスの製作には、歩行時のバイオメカニクスや、足
の変形によるアライメント変化を正確に捉えることが必要
です。これらを反映させた雄型を生成するノウハウこそ
が、当社独自のコア技術といえます。

・足底装具（インソール）

全国の整形外科・形成外科など医療機関、その他企業
や販売店など

主な保有設備
NC 加工機……………………………
足底専用 3D スキャナー	����
真空成型機…………………………
3D ハンディスキャナー	����
グラインダー………………………
自動サンドブラスター	����

３台
１台
20 台
２台
20 台
１台

用途に合わせた様々なインソール

主に下肢に対するデバイスを製作する中で、整形外科や
形成外科、あるいはパフォーマンスアップ用のインソール
の製作数が全体の 9 割を占めています。

づいた製品設計」

主要製品

〒 601-8122 京都市南区上鳥羽北塔ノ本町 19 番地２号

TEL / FAX

目的、取組のきっかけ

主要取引先

全工程において手作業を必要とするため生産効率が悪
く、工程１から工程３の見直しを図りました。

・工程1：手作業で足の雌型を採取
ウレタンフォームの印象材に足を沈め型取りします
・工程2：手作業で雄型反転
雌型に石膏を流し雄の粗型を製作します
・工程3：手作業で雄型を修正
粗型に石膏で肉付けしたり削ったりして、最終雄型を生
成します。この最重要工程は熟練作業員しか手掛けられ
ず、10 足 / 日×作業員３名＝上限 30 足しか生産できませ
んでした。
②取り組み（機械での加工）
工程１から３の機械化を進め、特に工程 3 がボトルネッ
クになっていたので 3D 造形加工機を導入し、コア技術の
機械化および製作の自動化に取り組みました。
・工程１：足裏専用3Dスキャナー導入
当社が開発した足裏専用
3Dスキャナー（DigitalTrittschaum®）で足型を3D
データ化することで、印象材に
よる足型採取が不要になりまし
足裏専用 3D スキャナー た。これにより国内外を問わ
ず、スピーディに雄型データを
採取・受け取入れることが可能となりました。
印象材による型取り 20 分から５分に短縮されまし
た。

・工程２：雌型から雄型への反転
足底専用3Dスキャナーでは、読み取った形状がそ
のまま雄の粗型データとなるため、従来の雄型への
反転作業が不要となりました。
・工程３：3D 造形加工機で最終雄型を加工
雄の粗型を3D造形加工機へ転送し、独自プログ
ラムを用いた修正を経て、自動で切削し板状母材か
ら一度に大量の型を削り出すことが可能となりまし
た。
当初は、原料の母材の硬度が高く、削り出しに想定以上
の時間がかかったため、母材の見直しを実施し、20分ま
で削減できました。その後も各種改善を重ねた結果、現在
は、５分まで短縮することができました。

成果と今後の展開
◆ 補助事業の効果

①工程１から工程３までの作業時間を90分から30分以内
に短縮し、最終工程への人員配置と効率化で30足から
90足の３倍の生産量を確保し、現在では120足までの
生産体制を構築しました。また同時にコストダウンを
図ることができました。
当初は、慣れないソフトウエア作業、機械操作で非常
に苦労し多くの試作と失敗を繰り返しましたが、社員
一丸協力して、乗り切ることができました。
②足裏専用3Dスキャナーの開発により、遠方との商談が
可能となりました。日本全国はもちろん、海外も視野
に提供エリアを広げていくことを計画しています。
◆ 今後の展開

3D 造成加工機（NC 加工機）

研磨作業（工程 4）

当社は、個々の目的に合わせたカスタムメイドインソー
ルを、長年の臨床経験、ノウハウ、先進的な知識・技術の
強みを活かして、多くの医療機関、企業や販売店を通じ、
患者様やユーザー様に提供していきます。
またパフォーマンスアップのスポーツインソールのニー
ズも増加しているため、窓口企業を募集し、協業して供給
体制を強化していきます。
海外事業はコロナ禍でスピードを緩めていますが、今後
商圏を広げ、海外市場を獲得していく計画です。
同業他社にもデバイスをアウトソーシング提供してお
り、治療効果が高い、あるいは顧客満足度の高いデバイス
を供給していきます。

靴型装具

短下肢装具

義足

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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「平成29年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」成果事例

株式会社 青木光悦堂
高齢者施設向け「カシデリ」事業の物流整備とloT 導入によるオートメーション化
高齢者施設向け「カシデリ」事業専用の物流拠点開設に伴う設備機械導入と loT 機器導入による基幹ソフトとの連携によ
る事務・物流のオートメーション化を図り、大量受注・大量荷さばき可能システムを構築する事業。
代表者

代表取締役

所在地

〒 607-8179 京都市山科区大宅御所田町 30-3

設

昭和 51 年７月２日

実施場所

〒 607-8165 京都市山科区椥辻平田町 160 番地

資本金

10,000 千円

TEL / FAX

TEL. 075-592-8773 / FAX. 075-592-8370

従業員数

32 人

URL

https://kashideri.com

業

飲食料品卸売業

E-mail

t.aoki@aokikoetsudo.co.jp

得意分野

多品種の菓子卸売

立

種

青木

隆明

目的、取組のきっかけ
当社は明治 25 年創業の菓子卸売業です。全国のこだわり
のスーパーマーケットを主な販売先として、年間 2000 アイ
テムのお菓子を販売しています。取り扱うお菓子は職人さん
の思いがつまった、原材料や製造方法にこだわりのある商品
を厳選しています。
◆「カシデリ」
事業への取り組み
当社は、平成 26 年に業界初の高齢者施設向け「お菓子の宅
配・献立システム」
（現「カシデリ」
）事業を始めました。４代
目となる現社長が、高齢者施設では毎日の利用者のおやつの
メニューや調達に苦労をされているという話を聞いたことが
きっかけで、このサービスを思いつきました。
サービス開始当初は、初めての事業に試行錯誤の連続でし
たが、３度のモデルチェンジを経て、ようやく採算の合う仕
組み作りに成功し、事業が軌道に乗るようになりました。
この「カシデリ」では、月１回メニューをカレンダー方式で
お届けして、人数単位または袋単位で注文を受け、宅配でお
菓子を届けます。

企業概要

主要取引先

明治 25 年に創業し、建仁寺納豆をはじめ、金平糖やおせんべい等の菓子
卸売業を 128 年続けています。「一つ一つを丁寧に、一人一人を大切に」の心
で、本物の銘菓を日本中に、世界中にお届けします。

全国のスーパーマーケット、高齢者施設など

主要製品
「こころなごむ故郷の銘菓」シリーズをはじめとする年間約 2000 アイテムの
お菓子を販売しています。

自慢の多種多様なお菓子

お菓子は高齢者でも食べやすい柔らかいお菓子を中心に常
時 100 種類以上を取り揃えています。1 食 50 円という分か
りやすい料金設定や定期購入でなくてもスポット注文もでき
る手軽さが受け、注文は次第に増えていきました。
◆「カシデリ」
物流の仕組み構築
「カシデリ」事業は、当初は既存事業のスーパーマーケット
向け出荷の一部スペースで始めたのですが、取扱量が多くな
り手狭になったため、大量荷捌きが可能になる新倉庫を開設
することにしました。
同時に、物流システムの仕組み作りにも取り組みました。
「カシデリ」事業では一人分単位での受注となるため、人海
戦術による手作業での対応を余儀なくされていました。注文
が増加する中で大量受注可能な環境を整えることが急務であ
りました。

信した注文を基幹シス
テムと連携させ、ワン
クリックでデータの移
行が行えるようになり
ました。
ま た、 ハ ン デ ィ ー
ターミナルを導入し
て、人の目で行ってい
た商品の検品作業を
バーコード読み取りに
変更し、正確性の向上
と省力化を実現しまし
た。

プチギフトのこんぺいとう

食べて和んで、見て和む
「COVACO®」シリーズ

成果と今後の展開
◆ 作業効率の大幅改善と事業拡大
新倉庫は準備期間を経て、平成 31 年１月より運用が開始
しました。受発注システムとピッキングシステムの構築に伴
い、作業時間は大幅に短縮されました。
お菓子を届ける高齢者施設はこの２年間で 104 件から 475
件にまで増加し、北海道から九州まで全国の施設にご利用頂
いています。
ハンディーターミナル

◆ 大量荷捌き可能なピッキングシステムの構築
「カシデリ」では、少量多品目な商品を扱っているため、ピッ
キングシステムの効率化も行いました。今回の補助事業によ
りラベル自動印字貼付機一式を導入し、手作業であったシー
ル貼り作業を自動化することができました。
また、ダンボールの組み立て作業のための半自動製函機を
導入しました。これまで、箱の組み立て作業は男性社員の役
割でしたが、この機械は女性社員など力の弱い人でも作業が
できます。

カシデリセンター

取組内容

◆従
 業員の意欲向上
「カシデリ」事業が好評となり、高齢者施設の方々からは感
謝のお声を頂いております。直接、お客様の「ありがとう」
の言葉を聞けることは、従業員の大きなやりがいとなってい
ます。また、既存のスーパーマーケット向け事業のメンバー
にとっても、
「カシデリ」事業の躍進は大きな刺激となってお
り、お互いが切磋琢磨していける関係となっています。
◆ 今後の展開
えん げ

最近では嚥下困難な高齢者向けのメニューも作成し、より
多くの利用者の方に楽しんでもらえる工夫をしています。
本来お菓子の持つ魅力は多品種で季節感を感じられる、楽し
くうれしい存在であるということをもっと多くの方に実感し
てもらいたい、そのためにも当社は高齢者施設向け菓子卸売
業で全国シェア№１を目指します。
当社の経営理念である「喜び創造企業」として、お客様、取
引先、従業員みんなに喜びの連鎖を広げていきたいと考えて
います。

◆ 受発注システムの構築

宅配おやつカレンダー
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「カシデリ」の注文方法は、高齢者施設が当社の宅配おやつ
カレンダーを見て発注書に数量を記入し、FAX で発注をしま
す。その後、当社は受け取った FAX から手入力で注文を入力
する必要がありました。
今回の取り組みでは、新たに構築したカシデリ専用ソフト
（EC サイト）と既存の基幹システムを連携させるシステムを
導入しました。これにより、カシデリ専用ソフトにて自動受

ラベル自動印字貼付機

半自動製函機

オリジナルブランドの袋菓子

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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「平成29年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」成果事例

株式会社 孫右ヱ門

企業概要

シングルエステート抹茶の革新的な生産加工手法の確立と商品価値の向上
茶農家である弊社が茶問屋の機械を導入し、 高品質な自社栽培だけの新芽を、 鮮度を保ったまま短時間で加工まで行い、ブラ

主要製品

1790 年に創業して以来 230 年以上にわたり、お茶を作り続けて
きました。安土桃山時代から承継されてきた希少な「ほんず製法」
で作る最高級の碾茶荒茶を作り続け、日本の伝統文化を守る数少
ない農家でもあります。「一生一品」と願いを込め、いかに「おい
しく、香りが良く、色鮮やか」であるか、という「究極」を求めた
お茶を作り続けております。

ンド価値を高めながら国内外の直販ルートを積極的に開拓する。
代表者

太田

設

所在地

〒 610-0018 京都府城陽市水主南垣内 20-1

平成 23 年４月１日

TEL / FAX

TEL. 0774-52-3232 / FAX. 0774-52-3232

資本金

1,000 千円

URL

https://www.magouemon.com/

従業員数

3人

E-mail

info@magouemon.com

業

製茶業

得意分野

ほんず製法による手摘み碾茶

立

種

博文

碾茶仕上茶

ほんず製法

◆ 新たな挑戦

目的、取組のきっかけ
◆ 当社の概要

弊社は「伝統と革新を織り交ぜた茶の世界を創造する」
理念のもと、初代から 230 年にわたり、お茶の生産に情
熱を注いでおります。気温や天候は毎年違うため、いつも
同じものが出来ないのが自然の産物の宿命ではあります
が、代々培われてきたノウハウと日々の努力により、全国
茶品評会の碾茶部門では毎年入賞しております。2019 年
には念願の１等 1 席を獲得でき、農林水産大臣賞を受賞し
ました。その他、
京都府知事賞を受賞しております。また、
パリで唯一の日本茶コンクール「ジャパニーズティー・セ
レクション・パリ」で「ほんず抹茶 白栲」が金賞を受賞
し、世界中で注目を浴びています。

弊社はこうしたニーズの高まりをチャンスと捉え、全国
的にもあまり取組事例が無い、自社農園で摘まれた高品質
な茶葉を他の茶葉とブレンドすることなく生産から加工・
流通そして販売まで自社で一気通貫を行う、先進的かつ革
新的な取組を決意しました。生産農家が販売まで手掛ける
ためには、茶業界独特な商習慣や生産設備など多くの難関
がありますが、最終消費者のニーズを知り「究極」を求め
たお茶を作り続けるためには必要な挑戦でした。

品評会受賞

こだわり

◆ 取組のきっかけ

弊社は生産農家ですので、直接的な接点は茶問屋しかあ
りません。しかし、今後より高度なお茶を極めるには、最
終消費者との接点を持ち、
「どのような方が飲まれ、どの
ように感じられ、どのような物が好まれているか」などの
ニーズを知る必要がありました。近年、国内外の富裕層の
方々から、高級かつ美味しい抹茶を求める声が増えてきま
した。更に、茶問屋や小売店で主に販売されているような
ブレンドされた抹茶ではなく、ブレンドしていないシング
ルエステートの商品を直接生産農家から購入したいという
ニーズもよく聞かれるようになりました。
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別機』と『色選別機』を導入しました。手作りで培った製
茶のノウハウを実現するため、機械の選定、機械の数値化
など微細な調整を繰り返すことで、茶葉生産から抹茶まで
一気通貫のものづくり体制を構築することができました。
生産農家
茶葉
生産

碾茶
荒茶

・蒸熱
・攪拌冷却
・乾燥

茶問屋
碾茶
荒茶

碾茶
仕上茶

・風力選別
・葉揃え
・乾燥

小売屋
碾茶
仕上茶

消費者

抹茶

・ブレンド
・乾燥
・石臼挽き

抹茶

孫右ヱ門
一気通貫のものづくり体制

取組内容
◆ 取組内容

伝統的な製茶文化を伝え、経営を次の世代に継承してい
くために生産農家が「碾茶荒茶」を「碾茶仕上茶」に加工
し、更に付加価値のある「抹茶」の状態にして新しい販売
先を増やす取組を行いました。
◆ 茶業界の分業体制

碾茶荒茶

茶工場風景

京都の茶業界は他府県と違い、独特な分業体制で縦割り
の商習慣が現在も色濃く残っております。
生産農家：新芽から碾茶荒茶まで
茶問屋：碾茶荒茶を加工し碾茶仕上茶や抹茶まで
小売屋：碾茶仕上茶を加工し抹茶として販売まで
このように「生産農家」
「茶問屋」
「小売屋」それぞれが
分業体制を取ることで、伝統に根差した優れた技術・ノウ
ハウと特別な機械をそれぞれが独自に持っています。

成果と今後の展開
◆ 品質の向上と生産時間の大幅短縮

「碾茶荒茶」を「碾茶仕上茶」にする工程において、選別
は品質につながる重要な作業です。風力選別機を使うこと
で、手作業で 1kg あたり 1 時間かけて葉や茎、葉脈を荒
く選別していたところを１kg あたり 10 分で高精度の選別
ができるようになりました。また、色彩選別機を使うこと
で、４人の手作業で１kg あたり９時間かけていた選別工
程を１kg あたり 30 分で選別ができるようになりました。
更に作業時間が短くなるだけでなく、高性能な CCD カメ
ラを搭載したことで、赤色や茶色、黒色といった変色した
茶葉はもちろん、目視でもなかなか判定が難しい緑色の茶
葉の選別も難なくこなし、高品質で鮮度の高い碾茶仕上茶
を短時間で提供できるようになりました。

抹茶

主要取引先

主な保有設備

茶問屋（碾茶荒葉）の他、
茶道家、カフェ（東京代官山、
京都祇園）、商社、百貨店、
ふるさと納税 等

生葉流量計
風力選別機
色彩選別機

◆ 今後の展開

ものづくり補助金を活用することで、高品質の抹茶を短
時間で提供できるようになり、従来の茶道家に加え、カ
フェや各ホテル、企業との提携など新しい取引先へシング
ルエステート抹茶をお届けすることができるようになりま
した。
抹茶は以前と比べると身近な存在になりましたが、まだ
まだコーヒーや紅茶などと比べて敷居が高いと思われてい
ます。普段の生活スタイルの中で「ちょっと一息」の選択
肢として、抹茶がより多くの消費者に選ばれるための活動
をして行きます。具体的には、抹茶のリラクゼーション効
果を用いて、企業向けに従業員のストレス低減の一助とな
るための活動や、ウイルス阻害効果を用いて、一般家庭向
けにコロナウイルス、インフルエンザ、かぜ予防の一助と
なるための活動など行っていきます。
また、シングルエステート抹茶を安定的に提供すること
ができるようになりましたので、弊社ならではの高品質な
「味・香り・色」のシングルエステート抹茶をこだわりの
愛好家に向けて提供して行きます。海外の展示会で体感し
たことですが、抹茶に対するこだわりの愛好家は日本国内
だけでなく世界中にいらっしゃいます。海外向けは、知名
度や輸出のハードルはありますが、斬新なパッケージ展開
などを始め、孫右ヱ門ブランドを構築し、世界中の抹茶愛
好家のお声に応えるべく挑戦して行きます。
これからも、様々な品評会での評価を頂きながら高品質の
お茶を生産していくことで、世界に向けて伝統と革新を織
り交ぜた茶の世界を創造して行きたいと思います。

◆ 一気通貫のものづくり体制

弊社は生産農家なので、茶問屋が行っている碾茶荒茶か
ら碾茶仕上茶にするための機械設備はなく、手作業で行っ
ていました。高品質の碾茶仕上茶を省人的・効率的に作る
ためには、伝統的な製茶工程に新たな機械設備の導入が必
要でした。第一段階として 25 年度のものづくり補助金を
活用して、
『生葉流量計』を導入し、そして第二段階とし
『風力選
て 29 年度のものづくり補助金制度を活用して、

風力選別機

色選別機

碾茶

パッケージデザイン
各種世界的デザイン大会で最高賞を受賞

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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「平成29年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」成果事例

株式会社 山中精工所
高速外観印字検査装置向け大型ベースプレート等の高精度加工技術確立計画
医薬品製造現場では、 錠剤の外観検査及び印字を同時に行う装置の開発が求められています。 本事業では、 高精度立型マシニン
グセンタを導入し、 装置性能を左右する大型ベースプレートの高精度加工体制を構築し、 外観印字検査装置の実用化を目指します。
代表者

代表取締役

設

昭和 25 年１月６日

立

資本金

山中

喜郎

45,000 千円

従業員数

46 人

業

生産用機械器具製造業

種

所在地
TEL/FAX
URL
E-mail
得意分野

当社は、 多品種小ロットの部品製作や半導体製造装置・各種産業機器類の生産設備
機械（マザーマシン）の設計から部品製作・組立までを一貫して対応することを強みに
しています。また、 精密部品の加工技術向上にも力を入れており、 機械装置の核と
なるような主要部品は内製化にこだわり、 品質維持・向上を図っています。これらの
加工技術や品質管理が精密機械等の品質や性能にも繋がっていると自負しています。

目的、取組のきっかけ
◆ 補助事業の目的、取組のきっかけ

◆ 企業の課題

また、裸錠（糖衣などのコーティングがない錠剤）など
は錠剤表面に付着した粉が印字の妨げになったり、錠剤自
体の強度不足で印字の際に錠剤が欠けたりする問題もあり
ます。そのため、非接触での印字及び外観検査が同時にで
きる装置が医薬品製造現場で求められています。というの
も現在の生産ラインでは錠剤の外観検査と印字検査を１台
に集約した装置はまだ市場に出ておらず、商品化を求める
声が多いのです。よって多種多様な錠剤に対して、正確か
つ低コストで、同時に印字・識別検査ができる装置の開発
が急がれています。

取組内容
◆ 具体的な内容、取組内容

当社の取引先で医薬関連機器を取り扱っている開発会社
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大型ベースプレート
項目
主軸回転数

仕様
B T 40 15, 000m
in-1

テーブルサイズ 2,200×850mm
加工ストローク 2050×850mm
高圧クーラント 1.5M Pa
熱変位対策

主要取引先
当社は大手３社の取引で全体売上の 65％程度を占めます。そ
の他大手企業含め約 70 社と取引しています。
本社建物

2019 年 12 月
完成新工場

主な保有設備
立型マシニングセンター、ワイヤー放電加工機、成形研削
盤、平面研削盤、NC フライス汎用旋盤、加工設備全 27 台、
CAD/CAM ９台 CAD ４台、三次元測定機、画像測定器等々

主要製品

〒 604-8492 京都市中京区西ノ京右馬寮町 16-1
TEL. 075-811-5101 / FAX. 075-811-7562
http://yamanaka-seikou.homepage.jp/
yoshiro@yamanaka-seikou.co.jp

近年、ジェネリック医薬品の普及により、複数の会社か
ら同じ効能の薬が商品化されるため、薬剤の種類も多様化
しています。そのため、薬剤の取り間違いによる誤飲も増
加傾向にあります。調剤現場でも、調剤間違いは重大事故
に繋がる恐れがあるため、調剤過誤を防止するために入念
なチェック体制が敷かれており作業負担も増しています。
そのため、錠剤に薬品名・型式等を印字し識別性を高める
取り組みが進められています。
一方、製薬会社の視点としては、毎年の薬価改定の影響
でジェネリック医薬品の価格引き下げが進んでおり、製薬
におけるコスト削減も重要な課題となっています。錠剤へ
の印字は調剤過誤や誤飲防止の観点から非常に重要な取り
組みである反面、印字の有無では薬価に差がつけられない
ので、
「印字コスト」を如何に抑えられるかも重要になっ
てきます。

企業概要
当社は、昭和６年前身の（有）
日本精密器械製作所として創業
し、太平洋戦争時に一時休業し
ました。その後昭和21年に個
人で山中精工所として再興し、
昭和25年1月に株式会社山中精
工所として法人設立しました。
精密機械器具の設計、製造、組
立を主な事業としています。

サーモフレンドリー
コンセプト

半導体製造装置から各種産業機器・精密機械類など、あらゆ
る分野に渡り設計～製造～組立～据付を行います。Ｈ 25 の補
助事業では、極小半導体チップマウンティング装置を開発・
製造しました。Ｈ 27 の補
助事業では、自動車向け新
素材ハーネスの自動防食機
を開発・製造しました。

の精密機器を実装するために基準ピン穴を加工するた
め、穴位置及び穴ピッチ精度、穴径精度、平面度、平行
度が重要になってきます。しかし、前述の加工方法で
は、加工基準 ( 原点 ) が変わってしまうことや、プレー
トの加工姿勢が不安定なため、プレートに反りや捩れが
生じ加工精度が悪くなるという問題があります。
また段取替えのムダ、プレートの取り付け向きが
180 度変わることで加工箇所の勘違いなど人為的なミ
スを引き起こす可能性が高くなります。
本事業では、上記の課題を解決するために、新規設備
として高精度立型マシニングセンターを導入しました。

立型マシンニングセンター MILLAC852VⅡ

立型マシンニングセンター MILLAC468VⅡ

ワイヤ放電加工機 MV2400R

成形研削盤 MEISTER G3

内に収まるため、1 回の段取作業で全ての箇所の連続加工
が出来ました。これにより、ベースプレートの反りや捩れ
のない安定した姿勢で加工ができるため、上面精度も高い
加工精度を実現できました。芯出しに関しても、誤差を最
小限に抑えられ、± 0.01㎜の精度を安定的に出すことが
出来ました。また、加工基準 ( 原点 ) を一つに定められる
ことで、穴ピッチ精度もマシニングセンタ－の位置決め精
度と同じ加工精度を得ることが出来ました。今回の事業で
錠剤の識別性を高め、拡大する医薬品市場において優位性
を構築することが可能となりました。

導入マシニングセンタと仕様表

と共同で、製薬会社向けに錠剤外観検査及び印字装置を一
体化した装置の試作開発を進めました。主に当社は、この
装置の加工部品の製作及び装置組立を担当しています。高
速かつ非接触での鮮明な印字及び検査となると、印字機構
の吐出制御技術や画像処理技術だけでなく、機械装置本体
のハード面（静的精度及び機械剛性）も重要になります。
具体的には、この装置は業界では高スペックの薬を超高
速で検査、印字を行う設計のため、検査及び印字精度を高
めるためには、その基礎となるベースプレートには高い位
置決め精度や剛性が求められます。ベースプレートを装置
単位で分けてしまうと、プレートの強度と相対位置精度が
落ちるため、装置の高精度化を追求するために一体形状で
の設計製作が必要です。
◆ 工夫した点

① 加工可能サイズについて
今回の開発装置は印字機能が付加されるため、通常よ
りサイズが一回り大きくなり最大で、1600 × 650㎜
になります。これは当社の既存装置では加工可能範囲を
超えてしまうため、プレートを 180 度反転させて 2 回
に分けて加工するなど、特別な対応を取っていました。
② 加工精度について
このベースプレートには CCD カメラや印字装置など

今回導入した立型マシニン
グセンタ MILLAC852V Ⅱ
と山中社長

図1

ベースプレート加工イメージ

表1 設備導入による成果

成果と今後の展開
◆ 成果、効果

効果1．ベースプレート等の大型部品の生産体制構築
最大Ｘ軸 2050mm Ｙ軸 850mm までの大型ベース
プレートを効率的に加工できる生産体制を構築することが
出来ました。これにより、当社が取り扱う大型製品のほぼ
全てを自社で加工できる体制が整うため、錠剤外観検査及
び印字装置に関する部品の一貫生産体制の構築が実現しま
した。また、これまで半面ずつ加工していた大型ベースプ
レートを、段取替えすることなく、加工が可能となり、生
産性を大幅に高めることが出来ると共に、同じ可能基準
( 原点 ) でプログラム作成及び加工ができるため、人為的
ミスも防止することが出来ました。
効果2．ベースプレートの高精度加工技術の確立
図 1 に示すように大型ベースプレートでも加工テーブル

現状

設備導入後

加工可能最大サイズ

1,350×560㎜

2,050×850㎜

位置決め精度

±0.01㎜

±0.003㎜

穴ピッチ精度

±0.1㎜

±0.01㎜

平面度

0.05㎜

0.01㎜

加工方法

工程替え必要

1工程で完了

◆ 今後の展開

今回の事業を踏まえ、更なる品質向上を目指し、印字精
度の向上のため印字方法の改良、インクの速乾性向上を行
います。今後も最新の工作機械の設備投資を積極的図り、
技術力・品質・生産性・納期対応を含めた向上に取り組ん
で社内の将来ビジョンとして少数精鋭の技術集団として
社是の『和』をもってお客様の信頼を得、お客様の困りご
とは先ず一番に当社にお任せいただけるよう、
『Made in
Yamanaka』ブランド構築を図りながら、社会に貢献で
きる企業を目指していきます。

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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「平成30年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」成果事例

株式会社 アート・ラボ
ファブレスから SPA へ！変革を進めるための設備投資と体制構築

企業概要

主要取引先

1987年に創業し、香り専門メーカーとして事業を展開。
2016年には小売業開始。藤井大丸に量り売り専門店「201LAB」
をOPEN。2019年にはJR京都伊勢丹店に「ART LAB」、2020
年に立誠ガーデンヒューリック京都に「cotoiro」をOPEN。
また今後は香りの教室も広めていく。

株式会社ロフト・株式会社アクタス・千趣会・株式会社ワン
ズテラス等国内雑貨店舗及びアパレル

この固形化技術（固形香料）の実現には８年ほど費やし
ました。開発の途中では「固まらない」
「白濁する」
「樹脂
のにおいが混ざる」といった問題が次々に発生しました。
最も困難だったのは紫外線の照射時間の設定です。香りは
分子構造が個々に異なるため固形化の時間は異なります。
そのため、ある香りでは３分で固まっても別の香りでは５
分かかるなど、香りの種類により固形化する時間が異なり
ます。当社は「香りを楽しむ」という生活提案を行ってい
る以上、様々な香りを選
んでいただく必要があ
り、固形化する香りを限
定することはできませ
ん。 分 子 構 造 の 異 な る
様々な香りを一定の時
間でどう固形化するか、
試行錯誤を繰り返し多く
の時間を費やして、商品
固形香料の生産風景
化できました。

など 100 種類以上の商品化に取り組んでおり、今後は展
示商談会などに積極的に参加していく予定です。

当社の課題は利益率の低い製造卸売業態からの脱却である。本事業により香料樹脂製作装置を導入し、 製造工程の内製化によ

主要製品
リードディフューザー・フラワーディフューザー・ルームス
プレー・インセンス・香り付き樹脂製品等

り、ＳＰＡへ業態変革する足がかりとする。高度な供給体制と模倣品対策を構築し、 生産性向上を図る。

代表者

高木

設

所在地

〒 607-8029 京都市山科区四ノ宮大将軍町 16-2

平成３年３月 19 日

実施場所

〒 607-8176 京都市山科区大宅中小路町 1-1

10,000 千円

TEL / FAX

TEL. 075-595-9051 / FAX. 075-595-9052

従業員数

21 人

URL

http://www.artlab.co.jp/

業

その他の卸売業

E-mail

info@artlab.co.jp

立

資本金
種

哲

◆ 生産体制の整備

目的、取組のきっかけ
当社は平成３年に法人登記以来、ルームフレグランスを
中心とした香り雑貨の企画 ･ 製造 ･ 販売を行っています。
調香から容器や装飾、パッケージまで商品の企画、デザイ
ンから生産までを一貫して手掛けています。特に調香をは
じめとした商品企画に強みを持ち、市場からは高い評価を
得て、現在ではインテリア、生活雑貨店を中心に国内外
で 3000 社以上と取引をさせていただいています。創業以
来、順調に取引先を増やしてきましたが次のような課題を
抱えていました。
①模倣品対策
②生産体制の整備

当社は生産設備を持たないため、生産は外部事業者へ委
託しています。そのため外注先の稼働状況に影響を受けた
り、需要の増減に柔軟に対応できない状況も発生します。
また、外部に委託することで模倣される可能性も高まりま
す。そのため生産の外部依存を減らすよう一定の生産設備
を持つ必要がありました。

取組内容
本事業では新たに生産設備を導入し、香りを樹脂に閉じ
込め固形化する技術を開発することで、これらの課題に対
応しました。

◆ 模倣品対策

◆ 模倣防止への取組

当社が調合する香り自体は真似することはできないもの
の、香りは無形であるため見た目では他社商品と判別でき
ません。そのため、容器やパッケージを真似た模倣品が販
売されやすく、ヒット商品が生まれると短期に模倣品が発
生してしまいます。香りは液体に取り込むことで生産して
いますが（液体香料）
、模倣品を防ぐため視覚的に判別で
きる取組が必要でした。

香りはアロマオイルで代表されるように屋内のものとい
うイメージが強く、
「屋外でも楽しめないか」という想い
を以前から持っていました。そこで「個体」に香りを閉じ
込めることを思い立ちました。
「個体」に香りを閉じ込め
た商品（個体香料）は自由に形状をデザインできることか
ら革新的で、技術的にも視覚的にも差別化できるため模倣
を防止・抑制することが出来るようになりました。
◆ 香料樹脂製作装置の導入と独自技術開発

模倣された商品写真
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模倣した商品写真

外注先の稼働状況の影響や模倣の危険性などを防ぐた
め、本事業では香料樹脂製作装置を導入しました。固形化
の方法として高熱で樹脂の中に香りを閉じ込めることは可
能ですが（熱可塑性樹脂）
、トイレタリーグッズなど熱に
強い香りの強いものしかできません。当社が扱うレモンや
ペパーミントといった天然香
料などの繊細な香りは、熱を
加えると消えてしまいます。
そこでシリコン状の型枠に香
料のついた樹脂を充填し、紫
外線を照射することで固形化
香料樹脂製作装置
する技術を開発しました。

成果と今後の展開
本事業により香りの固形化（固形香料）を実現したこと
で、形状を自由にデザインできるようになりました。ま
た、内製化への体制も整えることができました。これによ
り弊社の企画・開発力を活かした製品開発ができるように
なり、模倣されにくい商品を作ることができるようになり
ました。今後当社は以下の取組を計画しています。
①固形香料の市場開拓
②オンラインセミナーの実施
◆ 固形香料の市場開拓

「香りを楽しみたい」という需要は高まっており、香り
雑貨は様々な場面で使われています。先に述べたようにア
ロマオイルのような屋内で使用されるものとは異なり、屋
外でも香りを楽しむという新しい需要を開拓していきたい
と考えています。そのため、アクセサリーやキーホルダー

固形香料の商品例

また固形化により取り扱いや輸出の申告書類などの負担
が大幅に減り、海外との取引の手順が簡便化します。今後
は当社の強みである商品企画力を発揮し、海外取引も拡大
していく予定です。
◆ オンラインセミナーの開催

以前から単発のセミナーを開き、エンドユーザーと直接
交わる機会を作ってきました。今後は内容を拡充するとと
もに、コロナ禍でも受講できるようオンラインでセミナー
を開催する計画をしています。初級から上級と３種類のク
ラスに分け、最終的に受講者には調香師の資格を取得する
までのノウハウを得てもらいます。この取り組みは教材を
固形香料にすることで受講のハードルを下げることができ
ます。通常の調香方法は、香料をスポイドで分量を図りな
がら慎重に充填してゆく作業となるため、技術的にも難し
く、長時間の練習が必要になります。一方、固形香料を使
用する場合は、各香料が固
形であるため、加えたり戻
したりと簡単に作り直しが
でき、初心者でも取り組み
やすくなります。こうした
エンドユーザーとの交わり
を通じて、当社のブランディ
固形香料を用いた教材
ングを図っていきます。

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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大本染工 株式会社

企業概要

主要取引先
当社は昭和 10 年に創業し 85 年が経過し
ました。この間染色加工技術は、手捺染か
らスクリーン、デジタルプリントと日進月
歩で進化を続けています。当社は新技術へ
の対応を図ると共に、伝統的な表現や風合
いにもこだわりお客様に満足いただける最
適な染色加工を追求しています。

蒸し工程の内製化による染色加工品のさらなる生産量への対応と、コスト削減の実現
ヨーロッパでは捺染をスクリーン手法で行う業者が減少しており、当社への依頼が増加傾向である。これ以上の外注が難
しい「蒸し工程」の内製化により、さらなる生産量への対応とコストダウンを同時に実現、競争優位性を獲得し、ヨーロッパ
市場でのさらなる受注獲得を目指す。
代表取締役社長

設

昭和 50 年 12 月３日

TEL / FAX

TEL. 075-612-8881 / FAX. 075-622-3552

20,000 千円

URL

http://www.omotosenko.com/

従業員数

27 人

E-mail

kotatsu.hamano@omotosenko.com

業

繊維工業

得意分野

染色加工全般「お客様のご要望に応じ、最適な図案デザイン、
配色、染色加工法をご提案いたします」

立

種

公達

主要製品

代表者
資本金

濱野

所在地

目的、取組のきっかけ
当社は、スクリーン加工やインクジェットプリントによ
るデジタル加工など染色のプロフェッショナルとして、創
業以来多くの製品を世に送り出してきました。創業時は手
捺染と呼ばれる手作業が主体で、当社も長年にわたり手捺
染による染色の技術を蓄積してきました。現在ではその技
術を基礎として、多彩な表現が可能な、フルラインの染色
加工体制を実現しています。

〒 612-8244 京都市伏見区横大路千両松町 201

クの蒸し工程の課題に取り組むことにしました。本事業前
の蒸し工程は、既設蒸機１台と外注により対応していまし
たが、近年蒸し工程の企業が 40 社から 10 社にまで減っ
ており、納期が長くなっていました。よってこの納期の問
題解決と最適な条件で蒸し処理をすることで品質の安定化
を図るため、蒸機を増設し、蒸し工程を完全内製化するこ
とを計画しました。

平素当社には、お客様から図案、配色、素材など染色に
関するあらゆる相談が寄せられています。当社はお客様に
最適な染色加工を提案していますが、
近年は、
多品種小ロッ
トでありながら低コスト、短納期とお客様の要望がますま
す高度になってきています。
また主要顧客のアパレル業界では、近年ますますサプラ
イチェーンの多様化、グローバル化が進行しています。例
えばウールなど起毛素材にはスクリーン染色が不可欠です
が、ヨーロッパではスクリーン加工業者が減少しており某
有名ブランド企業は、染色の依頼先をグローバルに広げて
います。コロナ前は当社へもスクリーン加工の染色依頼が
増加傾向でした。

今回の補助事業を活用し、蒸機を 1 台増設、既設１台と
合わせ蒸し工程を内製化することが出来ました。これによ
り最終の整理（糊の洗い流し）以外の生産体制を自社で完
結することが可能になり、さらなる生産量への対応と短納
期・コストダウンを同時実現することが可能になります。
今回の蒸機の装置メーカーは台湾の JUNG HONG 社
に決めました。蒸機の世界的メーカーはイタリアと台湾に
あります。既設はイタリア製で、メリットはシンプルでト
ラブルが比較的少ないことですが、調査の結果、現在はメ
ンテや技術支援体制に難があることが分かり、台湾製を採
用しました。今回も採択から事業完了まで日程がタイトな
こともあり、装置の納入から立ち上げまで突貫工事でした
が、台湾側の絶大な協力もあり無事期間内に完了するこ
とができました。本事業の生産工程比較で、図の条件通
り、蒸し工程が外注では 2 日かかっていたのが、内製化に
より 60 分と大幅に短縮することができました。これによ
り最適な蒸し条件で品質の安定化が図れると共に、生産量
25％アップの見込みが立ちました。

◆ 外部環境の変化に対する当社の対応

このような外部環境の変化によって、当社はさらなる生
産量への対応と短納期、コストダウンを同時に実現する生
産体制の構築を迫られました。そこで当社は、ボトルネッ

◆ その後の蒸機稼働状況について
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オートスクリーン加工

オートスクリーン

生地のくずがたまりやすい装置内の場所が特定できたこと
により、根本的な解決が図れ、逆に生産性が想定より高い
ことが分かりました。
【本事業前の生産工程】
（ウール・ナイロンの衣料製品用の生地 500ｍ）

取組内容
◆ 生産体制の完全内製化に向けて

順調に稼働していた同機ですが、本年６月に不具合が発
生しました。装置内に水滴が付着し、生地に染色ムラが出
来るトラブルが起こりました。この時期はまさにコロナの
渦中にあり、台湾から技術者が来れない事態となりまし
た。しかし台湾の技術者とオンラインでやりとりしながら

主な保有設備
オートスクリーン、インクジェットプリンター、
昇華転写プリンター、前処理機、輪転機、カラーキッ
チン、蒸機

染色加工全般請負（オートスクリーン加工、
インクジェットデジタルプリント、昇華転写
プリント、手捺染）

【本事業後の生産工程】
（ウール・ナイロンの衣料製品用の生地 500ｍ）

◆ お客様の要望の高度化とサプライチェーンの多様化

手捺染加工

会社建屋

グンゼ株式会社、東洋紡 STC 株式会社、株式会社
ポーン、武田株式会社、株式会社ビューテックス、
その他テキスタイル、スポーツ衣料メーカー、靴
雑貨等の小物、インテリア関連メーカー

インクジェットプリンター

輪転機

は、人財の育成と IT 化による無駄のない生産体制構築が
急務です。
◆ 人財を育成し、多能工化に力を入れる

今年２名の新人を採用します。当社は一人ひとりの人財
育成の目標を決め、これまで以上に OJT と Off-JT を組み
合わせた教育を行い多能工化を推進しています。各種の工
程、業務のマニュアルを整備し、マニュアルをベースに自
分で考え動くことができる人財に育つよう上司と部下のコ
ミュニケーションの促進を図っています。また 5S 及び３
定（定位、定品、定量）を徹底し、日々生産性の向上を目
指しています。
◆Ｉ
Ｔ化による無駄のない生産管理の推進

蒸機（台湾 JUNG

HONG 社製）

成果と今後の展開
他の多くの染色業者は、単一加工設備で少品種大量生産
によってコストダウンを目指されています。一方当社は、
多様な加工設備をラインナップし、多品種小ロットから大
量生産まで様々な染色加工の要望に対応できます。また今
回の補助事業を活用し、蒸機の増設によって、内製化の生
産ラインを構築しました。前工程段階では、100 種類以
上の糊や薬品を組み合わせて多様な素材に対応できる豊富
なノウハウを持っています。しかしこの多様な加工設備や
豊富なノウハウを駆使してお客様の要望に応えるために

繊維業界はまだまだ旧態依然であり、紙ベースのやりと
りが常態化しています。しかし当社は以前から IT 化に力
を入れ、デザイン図柄デジタルで送ってもらい、生産指示
まで一気通貫につなげる業務の流れや生産工程を見える化
し、ロス率や原価率などを即時把握できるシステムを構築
しています。近年 DX（デジタルトランスフォーメーショ
ン）が進み、さらなる無駄のない生産工程を目指していき
ます。
現在はまだコロナ禍ですが、時間のある時にこそできる
ことを着実に実行していき、伝統工芸の「捺染」の技術を
承継しつつ、有力な繊維業として地域経済の発展に寄与し
ていきます。

カラーキッチン

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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寺田薬泉工業 株式会社

企業概要

医薬・化粧品向けナノ酸化鉄（黒酸化鉄）製造方法の確立と量産化

主 な 保有 設 備

設立当初より、あらゆる産業に渡り、お客様の視点に立ち、ご要望される研究開
発に取り組んでいます。その過程において試薬製造で培った化学合成や粒子制御技
術よりその解決にあたり、近年はあらゆる産業でニーズが高まりつつある微粒子化
技術（無機合成のナノテクノロジー）に力を入れています。

長年培ってきた酸化鉄合成技術、 特に微粒子を液相法で合成する技術を発展させ医療・化学品分野に参入する。市場では分散
性の良い微粒子酸化鉄が求められているが、 工業品として安定供給されているものは非常に少ない。本事業にて生産性プロセス
の改善を行い、 高品質の製品を安定供給できる体制を整える。
代表者

寺田

設

昭和 43 年７月 10 日

立

資本金

保久

36,000 千円

従業員数

16 人

業

化学工業

種

所在地
実施場所
TEL / FAX
URL
E-mail
得意分野

目的、取組のきっかけ
◆ 創業時から自然体での流れ

明治 43 年に寺田製薬所として上京区にて、創業しまし
た。大正７年に現住所に移転して、試薬以外にも、化学・
工業・染色・医薬・陶器・鍍金用等の製造を始めるととも
に販路を京都・大阪・名古屋・東京におきました。1996
年京都府船井郡京丹波町に丹波工場を竣工させました。
現在は、事業分野として①試薬分野②化成品（機能的工
業薬品）分野③無機顔料分野④金属酸化物分野⑤受託製造
分野⑥研究開発に分れています。当社は無機合成のナノテ
クノジーでお客様のお役に立てる研究開発を行ってきまし
た。
岡山大学とは産学連携でベンガラの研究を行い、伝統的
な赤絵を再現できる高彩赤色顔料の生産プロセスの検討を
継続的に行いました。これは、既存のベンガラ顔料では、
発色出来なかった江戸時代の京焼に絵付けされた伝統的な
赤絵を再現できるオンリーワンの高彩赤色顔料とも言われ
る技術です。

試験用電気炉

〒604-8824 京都市中京区壬生高樋町39（本社）
〒622-0201 京都府船井郡京丹波町下山わらび 55（丹波工場）
TEL. 075-311-2445 / FAX. 075-311-5489（本社）
TEL. 0771-83-1480 / FAX. 0771-83-1482（丹波工場）
http://www.teradayakusen.co.jp/company/
yterada@teradayakusen.co.jp
無機顔料・金属酸化物・受託加工・研究開発（微粒子合成）

技術最優秀賞を受賞いたしました。
この研究開発が今回の補助事業の技術のベースになって
います。黒酸化鉄はナノ粒子化することにより、ナノ粒子
の持つ高比表面積（高担持量）
、高浸透性、透明性に加え
て、滑り性や肌なじみが改善されます。この分野における
研究開発実績により今般の事業に取り組むことになりまし
た。また、上記の事業分野の②～⑥の既存技術を生かせる
ものです。
◆ 今回の課題は？

黒酸化鉄は古くから産業利用されてきた馴染み深い材料
ですが、ナノテクノロジーの進展に伴い化粧品分野などで
の応用がますます広まっています。市販の黒酸化鉄は粗
く、あるいは一次粒子径はナノサイズであっても強く凝縮
しており分散化が困難である等、これらの新用途に対して
大きな課題がありました。ナノ粒子の分散安定性がいかに
優れているかが非常に重要です。これは凝縮により生じた
二次粒子の粒子径が大きい場合は超粒子としての特徴を発
揮しにくいためです。ナノ粒子は表面エネルギーが高いた
めに凝縮しやすく、分散性が悪く実際にはナノ粒子として
の特徴を生かしにくいのが実情なのです。

第一工場全景

スケール）した黒酸化鉄を 500 ｇ／バッチスケールまで
スケールアップする実験をしました。次に、それぞれの工
程で、設備を当てはめて効果性の検証を行いました。
設備導入は当社丹波工場にて行い、品質評価機器の整備
とその品質保証項目・期間の決定、量産分野での検証・評
価と工程管理値の決定、作業標準書の作成と教育訓練の段
階を踏みました。
今回補助事業により
①黒酸化鉄であること
②微粒子であること
③分散安定性に優れていること
の３点を満たしつつ、バッチをスケールアップすること
が可能となり
a） スケールアップ時におけるラボ試作品品質の再現、
製法確立および安定供給
b） 製法の効率化・省力化
c） 黒酸化鉄微粒子製法検査の確立
の各課題が解決されました。

取組内容
◆ 黒酸化鉄のスケールアップに設備を導入

この課題に対して、今回事業においては、医薬・化粧品
向けのナノ酸化鉄（黒酸化鉄）製造方法の確立と量産化に
挑戦し、成功いたしました。
黒酸化鉄微粒子の製造プロセス（ラボ少量試作品）は

ベンガラ器

同大学に加えて、京都市産業技術研究所の支援も得て、
2007 年から６年にわたり、量産プロセスの検討を行いま
した。この製造方法により、平成 24 年度京都市中小企業
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す。環境、あるいは、人体に優しい無機顔料の技術は今後
ニーズが増してくるものと思われます。
化粧品国内工業出荷額は 2012 年の 1 兆 4,048 億円か
ら 2017 年 の 1 兆 6,370 億 円 の 16.5 ％ の 増 加 に な っ て
います。
（図表 1 参照）トイレタリー品（洗面雑貨）市場
は 2012 年の 5,243 億円から 2016 年には 14.5％増加の
6,007 億円、育毛剤の市場は、2016 年の 235 億円から
2017 年は 268 億円の 14％増加とニッチではありますが
底堅く伸びている市場です。
化粧品の品目の中では、フアンデーション・口紅・まゆ
墨・まつ毛化粧品の市場は 1,000 億になり、化粧品はこ
れまでの美白関連商品中心からしわ改善と言う薬用化粧品
が増加して行く傾向にあり着色材として無機顔料が使われ
る分野が増えると考えられます。育毛養毛剤メーカーにお
いても、なお多くの潜在需要があるとして大手医薬品メー
カー、化粧品メーカー、新規参入の異業種メーカーがシェ
ア争いをして、より機能の優れた製品開発を目指していま
す。このようなマーケット環境において、当社は酸化鉄に
拘り、蓄積技術に新技術を活用した研究開発を推進して、
市場の要求に早期に応えることが使命です。
基本的スタンスとしては高価格でも購入して貰える優位
性のある新製品を心掛けます。性能・技術サービスを含め
て顧客に満足してもらえる体制を構築し、当社に寄せられ
るスペックの要望こそが今後の研究開発課題と大切にとら
えていきます。

分析操作

①反応（同時中和）→②ろ過洗浄・脱水→③乾燥→
④解砕→⑤再分散→⑥表面処理→⑦ろ過洗浄・脱水
→⑧乾燥→⑨解砕→⑩製品検査→⑪製品充填（パッ
ケージング）

◆ 時代に求められる無機合成技術

の通りです。まずは、ラボで少量試作（10 ｇ／バッチ

黒酸化鉄のナノ粒子化の高浸透性、透明性で大きなニー
ズの生まれるマーケット市場は「化粧品・育毛剤市場」で

成果と今後の展開

（図表 1）化粧品出荷額の推移
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株式会社 よしむら
自家焙煎方式の開発による、 国産そば茶スイーツの小売り事業展開とブランドの確立
そば茶の焙煎方式を開発することにより「自家焙煎の国産そば茶スイーツ」を生み出し、従来の外食事業に加えて百貨店等
での小売り事業を展開。「国産・そば・自家製」という独自のブランド確立を図る。
代表者

吉村

所在地

〒 616-8385 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町３番地

設

平成 14 年１月４日

実施場所

〒 615-0046 京都市右京区西院西溝崎町 29 番５

資本金

3,000 千円

TEL / FAX

TEL. 075-353-0023 / FAX. 075-353-0020

従業員数

150 人

URL

https://yoshimura-gr.com/

業

飲食店・食料品製造業

E-mail

上記 URL よりお問い合わせ下さい。

得意分野

そばや豆腐等の日本の風土が育んだ「素材」を活かした食品
の調理・加工と販売

立

種

匠平

目的、取組のきっかけ
◆ 自家焙煎の国産そば茶スイーツの開発

当社は設立以来、手打ちそば店等の飲食店を経営してき
ました。全国でも最大規模の約 30 名の手打ちそば職人を
擁し、
「そばのスペシャリスト」として独自ノウハウを保
有しています。京都も含め全国的に飲食業界における競争
が激化している昨今、当社の強みを活かせる新たな事業展
開を考えていました。そのような折に、洋菓子メーカーで
開発に携わっていた社員が入社。女性を中心に高まりつつ
ある「スイーツ」需要を強みである「そばのノウハウ」を活
かして取り込むことを狙い、自家焙煎の国産そば茶スイー
ツの開発に着手しました。
今回の補助事業により、原材料から調理まで一気通貫の
徹底した品質管理が可能になります。
「国産・そば・自家製」
という独自のブランドを確立するとともに、小売り事業へ
の展開を新たに図っていくことを補助事業の目的としまし
た。
◆ 補助事業での課題

自家焙煎の国産そば茶スイーツの開発にあたり、生じた
「
（原材料とな
課題は大きく３つあります。まず１つ目は、
る）国産そば茶の自家焙煎方式の開発」です。そば茶専用
の焙煎機を製造している専門メーカーが見つからず、新た
「高品質
に開発する必要がありました。そして２つ目は、
なスイーツの製造と生産能力の向上」です。既存設備では

生産工房よしむら
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断熱性や加熱能力の問題で焼きムラや生地の食感等の品質
面が安定しません。
また、
小売業を展開するにあたっては、
生産能力を向上させる必要がありました。更に３つ目は、
「賞味期限の短さと生産の平準化」です。当社では他社と
の差別化要因として、保存料等の添加物を使用していませ
ん。賞味期限が短くなってしまうため、生産の平準化が難
しいという状況がありました。

取組内容
◆ 課題①「国産そば茶の自家焙煎方式の開発」

市場にそば茶専用の焙煎機が出
回っておらず、様々な焙煎機器
メーカーに接触。デモ実施等の試
行錯誤を繰り返し、当社独自の焙
煎機の開発に成功しました。更
に、焙煎前の原材料にいくつかの
工夫を加えることにより、そば茶
の風味が極めて強く出ることが判
明。結果として、当社独自の国産
そば茶の自家焙煎方式を開発する
ことができました。

企業概要

主 な 保 有設 備

当社は設立以来、手打ちそば店や豆腐料理店を経営。平成 30 年に「有限会社
嵐山よしむら」から社名変更を行い、観光客だけではなく地元に密着した店舗運
営を行っています。

・焙煎機
・製菓用オーブン ( バッケン )
・急速冷凍機等

主要製品
・そば料理
・豆腐料理
・そば茶スイーツ

そば茶あんチーズケーキ

◆ 課題③「賞味期限の短さと生産の平準化」

賞味期限の短さと生産の平準
化の双方を実現するために当社
が 採 用 し た の は「 急 速 冷 凍・ 保
管方式」の導入です。具体的に
は、まず急速冷凍機に焼成した
スイーツを入れて冷風を流し、
一気に商品温度を下げて凍結さ
せます。これにより、菌による
商品の劣化・細胞の破壊を防ぐ
急速冷凍機
ことが可能になりました。
次に、商品を店舗や小売店で
販売するにあたり、冷凍状態のまま保管・流通させる必
要があるため、冷凍庫の活用も今回実施しました。これ
により、小売店での冷凍保存が可能となることによる賞
味期限の短さへの対応が実現。併せて、繁忙期以外の時
期にも製造が可能となり、生産の平準化も実現しました。

成果と今後の展開
◆ 試作品の完成
焙煎機

◆ 課題②「高品質なスイーツの製造と生産能力の向上」

品質面・生産能力面の双方を改善するため、数年前に
建設したセントラルキッチン「生産工房よしむら」にス
イーツの生産拠点を集約。そ
ば粉の製粉→攪拌→焼成の工
程からなる集中生産ラインを
構築しました。特に、焼成の工
程には製菓用オーブン ( バッケ
ン ) を導入。結果として、焼き
ムラをなくしての品質向上と
芯温センサーと自動温度調整
機能による生産能力の向上を
バッケン
実現することができました。

上記のような取組を工房の従業員たちと一丸になり行っ
た結果、そばの風味・食感ともに満足のいく試作品となっ

手打ちそば

たことを確認することができました。また、急速冷凍機・
冷凍庫にて２週間保管した後、解凍した試作品を再度試
食。そばの風味等が劣化していないことも確認し、当初の
予定通りのスケジュールで事業を完了することができまし
た。
◆ 小売り事業の展開

補助事業の完了後、有名百貨店における催事出展にて
「焙煎そば茶ロール」の飲食販売を実施。実際に多くのお
客様から生の声をお聞きすることで、当社の「国産そば茶
スイーツ」の拡販の可能性を更に感じることができまし
た。現状においては、拡販に向けて交渉を継続させていた
だいている状況です。
◆ 新ブランド「ｓｏｎｏｋａ」

2020 年６月に、素材からこだわった国産そばの実ス
イーツの新ブランド「ｓｏｎｏｋａ」を立ち上げました。
「自家焙煎した国産そば茶を贅沢に使用し、保存料無添加
にもこだわった、香ばしく風味豊かな自家製スイーツ」で
あることを表わす新ブランドです。
将来的には、新ブランド「ｓｏｎｏｋａ」の各商品を国
産そば茶スイーツに特化した自社店舗でも販売・ＰＲし、
補助事業の目的である「自家焙煎方式の開発による、国産
そば茶スイーツの小売り事業展開とブランドの確立」を更
に深めていきたいと考えています。

新ブランド【sonoka】

焙煎そば茶ロール
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R EFERENCE 〜資料編〜
事業者名

平成

25

年度補正

中小企業・小規模事業者
ものづくり・商業・サービス革新事業実施事業者一覧

事業者名
相川建工

株式会社アイキャスト

P4

愛和金属有限会社

株式会社青木プラス

P6

株式会社アクア

有限会社アクアテック

アクトファイブ株式会社

浅井プラパーツ株式会社

株式会社浅田可鍛鋳鉄所

浅田製瓦工場

株式会社アストム

株式会社足立製作所

アテック京都株式会社

株式会社アテックス
株式会社アドインテ

テーマ
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

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

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

株式会社アドバン理研

株式会社アナテック・ヤナコ

アムズ株式会社

株式会社アライ

荒川木工株式会社

株式会社アロマジョイン

株式会社アンド

イーコット株式会社

株式会社飯田照明

株式会社イー・ピー・アイ

井口木材

有限会社市與

株式会社伊藤製作所

P8
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株式会社伊と幸

株式会社井上製作所

亀岡市

インフォニック株式会社

京丹後市

宇治市

装置内組み込み型大気圧プラズマ洗浄装置”の開発及

久世郡

び実用化

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

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

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

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

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

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

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

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

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

無電池式非接触体温計と健康管理アプリケーションシ

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
PSA 方式

小型水素ガス発生装置の開発

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

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

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

久御山町

福知山市

株式会社ウミヒラ

京都市

株式会社宇山金型製作所

綴喜郡

浦谷エンジニアリング株式

宇治田原町

会社

長岡京市

株式会社Ｈ＆Ｃ技術研究所

宇治市

株式会社エイポス

究所

京都市

株式会社エーディーディー

京都市

久御山町

映像・音響に合わせた無線通信制御型香り発生装置の

相楽郡

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

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

外観検査装置開発による生産工程改善
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

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。
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

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

株式会社栄養・病理学研

精華町

建具の生産能力向上及び低コスト生産計画

高性能メンテナンスフリー自動はんだ付装置の開発

ウェッジ株式会社

宇野株式会社

京都市

精華町
相楽郡
精華町
久世郡

久御山町

株式会社エーワンスプリ
ング

株式会社エスエヌジー
株式会社エスケーエレク
トロニクス

株式会社ＳＤＩ
株式会社エステン化学研
究所

ＮＫＥ株式会社

有限会社ＮＴＢ製作所

有限会社榎原製作所

エリモ工業株式会社

京都市

尾池工業株式会社

亀岡市

応用電機株式会社

京都市

株式会社大石天狗堂

京都市

オークラ産業株式会社

京都市

大槻工業株式会社

京都市

コーダ及び配信システム」の開発

機械・機器部品の精密化・軽量化の「反り取り」用研削工

京丹後市

京都市

企業向け福利厚生サービスにおける「合成動画エン

株式会社ウエダ・テクニカ

ルエントリー

内田産業株式会社

八幡市

理システムの開発

験機器の開発

京都市

京都市

サービス付高齢者向け住宅の QOL を高める可搬型調

タント

株式会社宇治川製茶店

相楽郡

テーマ

有限会社ウィルコンサル 『早い、簡単、高精度で安い』４拍子揃った地盤調査試

京都市

高精度ＣＮＣルータ導入によるオーダーメイド家具・ 久世郡

開発

事業者名

京都市

価格競争力強化のための歩留まり改善設備投資事業

（株式会社ウィリルモバイル） ステムの開発
有限会社アドバンク

実施場所

大原パラヂウム化学株式
会社

具の開発

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

効率の良い黒豆生産方法
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

ホームファッション新ブランド「アンバイ」創設・育成
計画

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

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

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

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

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

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

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

耐久性及び防錆性を備えた新形状スプリングの開発
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

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

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

“海洋環境にやさしい”次世代型船底防汚塗料の開発
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

テーマ
町家旅館向けいつでもどこでもあなたの言葉のコン

株式会社オットー

シェルジュシステムの開発

小野甚味噌醤油醸造株式

味噌醤油の発酵技術を応用したジビエ調味料と地域特

株式会社ＯＮＯ

プラスチックコアの市場獲得を目指すためのパイプ押

会社

実施場所
相楽郡
精華町
京都市
相楽郡
精華町

ｐｌｕｓ

（小野工業株式会社）

株式会社オプト・システム

開明伸銅株式会社

株式会社形木原製作所

八幡市

株式会社桂精密

京都市

株式会社金森製作所

船井郡

京丹波町
京都市

亀岡電子株式会社

河長樹脂工業株式会社

性を活かした製品開発

出ラインによる試作開発

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

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

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

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

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

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

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

新充填機を導入し量り売り品質に近い製品開発と生産

京都市

合名会社関東屋商店

京都市

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

株式会社喜久春

設備導入による、廃棄されていた小豆煮汁からの商品

京都市

京都市
相楽郡
精華町
向日市
綴喜郡
宇治田原町

（菓子処喜久春）
岸紙工株式会社

北澤機械工業株式会社

株式会社衣川製作所

株式会社木村製作所

京都市

株式会社キャンバス

南丹市

有限会社共栄歯車製作所

京都市

共進電機株式会社

久世郡

久御山町
京都市
相楽郡
精華町
長岡京市

宇治市

京都市

京テック株式会社

株式会社京都医療設計

体制の構築

開発。

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

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

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

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

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

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

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

超精密プラスチック部品用金型の生産体制構築
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

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

株式会社京都コンステラ・ 医療品候補化合物 denovo デザインシステムのグロー
テクノロジーズ

株式会社京都サッス

バル対応試作開発

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

京都食品株式会社

廃棄食品ロスの低減を目指した京惣菜商品の賞味期限

京都市

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

城陽市

京都美術化工株式会社

京都市

京都プラント工業株式会社

木津川市

久世郡

久御山町

（京都食品工業株式会社）

株式会社京都モノテック

京都市

株式会社京屋吉星

京都市

協和化成株式会社

延長化の取り組み

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

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

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

世界初のハイテクカーボン金箔屏風の開発
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

実施場所
京都市

京丹後市
綴喜郡

宇治田原町
京田辺市

亀岡市

事業者名
株式会社キョークロ
株式会社きんそく

（近畿測量株式会社）
株式会社金生堂

株式会社草川精機
有限会社グッドウッド
ＫＹＯＴＯ

京都市

有限会社倉橋技研

京都市

クラブコング株式会社

宇治市

亀岡市

向日市

テーマ
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

建設業における建設生産システムの加速事業

ジ市場の開拓と競争力強化

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

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

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

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

株式会社クリーンバブル研究所

螺旋構造を利用した高効率マイクロナノバブル発生器

株式会社グロ―バルメタ

廃家電モーター等の完全分別・再資源化技術を用いた

（有限会社トリビオックスラボラトリーズ） の試作

ルシンコウ

株式会社黒坂塗装工業所

リサイクル事業

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

京北産北山杉のアロマオイル製造に係る生産プロセス

株式会社Ｋ・Ｋファーム

京都市

株式会社ＣＡＰＡＢＬＥ

高離型性金型の開発事業

長岡京市

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

宇治田原町

株式会社ケービデバイス

の構築

ビスの試作開発

航空製品の製造工程の再構築における国際競争力の向

株式会社光伸舎

京都市

株式会社ＫＯＹＯ熱錬

舞鶴市

コスメディ製薬株式会社

京都市

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

東風美術工芸株式会社

切削彫刻機導入による一般体験者ジュエリー製作の高

京都市

有限会社小林製作所

京都市

株式会社小林鉄工所

久世郡

久御山町
京都市

木津川市

上と復権

高速少数多列計数の開発

株式会社ゴビ

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

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

精度化の実現に向けて

機構の開発

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

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

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

株式会社小山精密

機械設備導入による金属精密加工の生産性向上と短期

コラジェン・ファーマ株式

抗がん剤感受性試験に有効ながん細胞立体培養用ペプ

（小山精密）

会社

向日市

近藤自動車工業株式会社

宇治市

有限会社綵巧

京都市

株式会社最上インクス

綾部市

株式会社サイバーＲＣ

京都市

サカエ産業株式会社

京都市

株式会社阪口製作所

宇治市

株式会社坂製作所

納期システムへの対応

チド試薬の開発

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

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

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

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

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

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

省エネ・低騒音・小型
レッサーの開発

京都市

長岡京市
相楽郡
精華町
京都市
綴喜郡

宇治田原町
京都市

京都市

京都市

京都市

ＣＯＮＮＥＸＸ ＳＹＳＴＥＭＳ 鉄を燃料とする高エネルギー「シャトル電池」の気密
株式会社

京田辺市

精華町

防犯カメラシステムにおける機械動作不具合監視サー

京都市

京都市

京都市

相楽郡

株式会社毛戸製作所

（工芸工房鎚舞）

京都市

京都市

京都市

京都市

京都市

京都市

最新型精密抜き加工機導入による極小ロットパッケー

京都市

綴喜郡

実施場所

空気容量 20L／min

コンプ

京都市

京都市

京都市

京都市

京都市

長岡京市

京田辺市

京都市

亀岡市

京都市
久世郡

久御山町
京都市

京都市

八幡市

亀岡市

京都市

京都市

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集

55

R EFERENCE 〜資料編〜
事業者名
株式会社阪田製作所

実施場所

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

京都市

事業者名
株式会社図司穀粉

株式会社阪村エンジニア

鏡面仕上げの機械化と砥石の研究による耐久性の高い

久世郡

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

京都市

株式会社スプレッド

京都市

株式会社成和化学工業

京丹後市

株式会社積進

リング

佐々木化学薬品株式会社

佐々木機械株式会社
株式会社真田

有限会社誠武農園
株式会社サビア
株式会社澤田製作所

（有限会社澤田製作所）
有限会社山栄フーズ

株式会社産研電機製作所

株式会社三昌製作所

有限会社サンジョー
有限会社サンスピードプ
リント

三省カーボン株式会社

サント機工株式会社
サンプラスチックス株式
会社

三和化工株式会社

超硬パンチの開発

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

レーザーカット式 Ｉ Ｍ Ｌ 容器製造装置
膜ラベル装着容器製造用）

開発（超薄

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

久御山町

与謝郡

与謝野町

株式会社砂﨑製作所

株式会社ゼロ・サム

京都市

大榮工業株式会社

宇治市

ダイキ精機株式会社

京都市

株式会社大日本科研

京都市

株式会社大平電機

京都市

大洋エレックス株式会社

相楽郡
精華町

太陽機械工業株式会社

京都市

株式会社タイヨーアクリス

京丹後市

大和技研工業株式会社

綾部市

株式会社髙倉有光社

相楽郡
精華町

高橋食品工業株式会社

京都市

高由金属株式会社

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

宇治市

竹中罐詰株式会社

ＧＬＭ株式会社

新興国市場向け

宇治市

辰己屋金属株式会社

株式会社シーズテック

安定器内 PCB の非破壊迅速検知方法と仕分け施設の

京都市

立石織物整理株式会社

ジーティーアールテック

ガソリンエンジン等燃料供給系の燃料蒸散測定装置の

宇治市

田中精工株式会社

京都市

株式会社田中製作所

（京都電子工業株式会社）

株式会社

株式会社Ｊ・Ｐ・Ｆ

有限会社塩田製作所

塩見団扇株式会社
株式会社色素オオタ・オー
タス

株式会社シゲノ

柴田織物

株式会社シミウス

清水プラス株式会社

株式会社昭和リーブス

新川精密

有限会社神工建設

洲崎鋳工株式会社
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テーマ

日本発高品質エアロパーツの開発

構築

開発と国際標準化への取り組み

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

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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

久世郡

久御山町

有限会社田中製作所

宇治市

株式会社谷テック

京都市

谷山歯科技工所

綾部市

タマヤ株式会社

与謝郡

与謝野町
京都市

株式会社玉山工業

株式会社タミヤ技建

京都市

Ｄａｒｉ

福知山市

株式会社ＴＩＫＵＳＯＮ

京都市

株式会社中金

京田辺市

京都市

Ｋ株式会社

テーマ
米粉シュー生地冷凍半製品の開発

株式会社辻製作所

事業者名

京都市

株式会社ツヤデンタル

京都市

株式会社ＴＩＦ

植物工場機械化促進事業“出荷準備室作業の機械化”

亀岡市

株式会社ＤＩＹ ＳＴＹＬＥ

超微細医療用マイクロ流路製造のための射出成形機及

久世郡

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

び窒素ガス発生装置の導入

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

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

新型水圧転写（カールフィット）印刷機の開発
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

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

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）

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

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

リベット接点カシメ
設備投資。

少ロット品新工法開発のための

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
ラッピング仕様の個性派自販機作成
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

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

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

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

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

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

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

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

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

歯科用 CAD・CAM システム導入による売上獲得計画
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

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

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

カカオのナノ化技術による栄養機能食品の開発
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

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

株 式 会 社 ツ ー・ ナ イ 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
ジャパン

実施場所

度・高速マシニングセンタの導入

「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」

久御山町

株式会社ティーエーシー

京丹後市

株式会社ＤＦＣ

京都市

株式会社テクノブレイン

木津川市

株式会社テック技販

京都市

テック・ワーク株式会社

京都市

株式会社寺内製作所

綾部市

株式会社デンタルラボ
シャンツ

京都市

株式会社でんでん

南丹市

天然色工房手染メ屋

亀岡市

株式会社土井志ば漬本舗

京都市

株式会社陶葊

綾部市

東英産業株式会社

京都市

株式会社ドゥオモ

相楽郡
精華町

有限会社塔南製作所

宮津市

東洋化工株式会社

京田辺市

有限会社東洋精機製作所

京都市

株式会社東和技研

宇治市

常盤印刷紙工株式会社

京都市

トスレック株式会社

京都市
綴喜郡
宇治田原町

株式会社トダコーポレー
ション

富繁放電加工株式会社

京都市

株式会社トライマント

綾部市

内外特殊エンジ株式会社

京都市

内藤印刷株式会社

京丹後市

有限会社中川印刷

京都市

株式会社中川パッケージ

京都市

株式会社仲久

久世郡久
御山町

株式会社中藏

京都市

中嶋金属株式会社

京都市

株式会社中嶋歯車工業所

テーマ
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

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

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

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

フローケミストリー用途の特殊送液ポンプ開発
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

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

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

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。

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

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

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

新規・ブラシ機能特性・測定技術の開発
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

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

高出力 YAGレーザー溶接の微細溶接技術の確立
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

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

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

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

立体変形箱の試作開発による高付加価値箱の生産
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

実施場所
亀岡市

八幡市

事業者名
株式会社名高精工所
ナレッジデータサービス
株式会社

舞鶴市

株式会社ナンゴー

京都市

株式会社Ｋｎｅａｄ

宇治市

株式会社西尾製作所

京都市

西垣金属工業株式会社

宇治市

株式会社西田惣染工場

長岡京市

株式会社西村製作所

京都市

西村陶業株式会社

京都市

株式会社西山ケミックス

京都市

株式会社ニッシン

京都市

株式会社日本出版

京都市

日本船舶表示株式会社

京都市

日本電化金属株式会社

相楽郡
精華町
亀岡市

京都市
久世郡

久御山町
京都市

京都市

日本ニューロン株式会社
日本ピアレス工業株式会
社

日本ロジックス株式会社

ニューリー株式会社

有限会社ノット
株式会社はーと＆はあと
ライフサポート

京都市

株式会社バイオフェイス

京都市

株式会社バイオベルデ

京都市

京都市

京都市

Ｂｉｏｗｏｒｋｓ株 式 会 社

（バイオベース株式会社）
はちぼく屋

株式会社バネックスアイ
エス

京都市

濱田プレス工藝株式会社

亀岡市

ハムス株式会社

京丹後市

株式会社パリティ・イノ
ベーションズ

京都市

株式会社半兵衛麸

京都市

株式会社ビーエムジー

京都市

株式会社光技術サービス

京都市

株式会社ヒット

京都市

株式会社日比勝染色

テーマ
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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

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

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

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

実施場所
宇治市

京都市

宇治市

京都市

京都市

京都市

京都市

京都市

京都市

宇治市

亀岡市

亀岡市

京都市

京都市
相楽郡精
華町

京都市

長岡京市

次世代立体対象物読み取り用スキャナー開発用設備の

久世郡久

ｋｎｏｔ ｊａｐａｎｓｔｙｌｅ ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ

京都市

在宅高齢者における低栄養の予防改善支援事業

京都市

構築

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

御山町

宇治市

京都市

宇治市

京都市

京都市
綴喜郡
宇治田原町
京都市
相楽郡
精華町
南丹市

京都市

京都市

京都市

京都市

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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事業者名
ＨＩＬＬＴＯＰ株式会社

（山本精工株式会社）
ヒロセ工業株式会社

株式会社広瀬製作所

株式会社ファーマフーズ

有限会社ファーミス

ＦＥＳ株式会社

株式会社吹野金型製作所
福井センイ有限会社

（福井繊維工業有限会社）
株式会社ＦＵＫＵＤＡ

フクダ技研株式会社

株式会社藤岡製作所

株式会社フジタイト
二九精密機械工業株式会
社

株式会社プラズマイオン
アシスト

株式会社ベッセル福知山

株式会社ベルクシー

株式会社ベルテックス

株式会社豊運
株式会社豊国昭和起重機製作所

（株式会社昭和起重機製作所）
株式会社北斗プリント社

株式会社本田味噌本店

ボンドテック株式会社

マイクロシグナル株式会社

マイクロニクス株式会社

株式会社孫右ヱ門

株式会社松岡機械製作所

松本酒造株式会社

有限会社丸龍商事

三浦照明株式会社

株式会社三嶋製作所

ミヅシマ工業株式会社

株式会社ミズホ

テーマ
実体モデルを基本とする金属加工品ものづくりの構築
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

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

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

開発者向けシリアルプロトコルアナライザの開発事業
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

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

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

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

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）

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

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

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

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

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。

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

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

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

中・大型クレーンの製造工程短縮、組立精度アップ
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

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）

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

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

液体窒素タンクの自動化
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

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

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

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

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

高精度量産加工対応型転換による経営強化事業
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

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

実施場所
宇治市

事業者名

テーマ

有限会社ミネルバライト

機能性材料の高純度・省エネ製造のためのマイクロ波

ラボ

京丹後市

宮階織物株式会社

京都市

ミヤコテック株式会社

京都市

有限会社宮坂製作所

京都市

株式会社名工技研

京都市

明光精器株式会社

京都市

名神電機株式会社

舞鶴市

明誠技工株式会社

京都市

株式会社モリアン

亀岡市

株式会社森鉄工所

京都市

P10

株式会社山内製作所

合成システムの開発

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

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

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

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

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

「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

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

実施場所
相楽郡

平成

京都市

年度補正

京都市

八幡市

株式会社アイステップ

亀岡市

株式会社阿以波
株式会社ＡＩＶＩＣＫ

京都市

（株式会社Ｓｍｉｌｅｙ）

京都市

セパレータ専用スリッター高精度部品一式受注の新規

久世郡

度化と超短納期化

事業者名
有限会社アース

南丹市

次世代高密度 FPD 製造装置部品の製作における高精

ものづくり・商業・サービス革新補助金
実施事業者一覧

京都市

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
参入
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精華町

愛和金属有限会社

3D スキャナを活用した金型認定サービスの短納期化
及び高精度化

熱硬化性樹脂成形 関連技術の高度化による事業拡大
京団扇の柄の製造設備を導入し内製化することによる
商品開発

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

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 ア ウ ル コ ー ポ 「松葉がに」のサービス提供プロセスの改善と自社開発
レーション

株式会社青山商事

久御山町
久世郡

旭金属工業株式会社

久御山町

宇治市

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

城陽市

朝日練染株式会社

京都市

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

京都市

アテック京都株式会社

プラダンケースの熱溶着加工による歩留りの向上、雇

綴喜郡

料理のブランド力強化

高強度せん断補強筋の生産工程大幅改善による短納期
対応・安定供給体制の確立

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

多品種、少量生産、低コスト対応における連続樹脂加
工システムの開発

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

LED ヘッドランプ高性能冷却器製作用高機能樹脂省エ

京都市

株式会社ヤマコー

福知山市

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

京都市

京都市

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

京田辺市

綾部市

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

京都市

株式会社アトリエ彩紀

京都市

あやべ印刷株式会社

京都市

有限会社アルファテック

高精度光学部品金型の技術構築

京都市

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

福知山市

株式会社イー・スクエア

京都市

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

宇治市

株式会社飯田照明

人と環境を守るウイルス分解 LED 照明

イーテック・プレシジョ

高精度高速加工機による３次元加工の基礎技術の確立

船井郡京
丹波町

木津川市

京都市

株式会社山中精工所

株式会社ユウコス
株式会社Ｕ２Ｋ

ユーハン工業株式会社

宇治市

由利ロール株式会社

久御山町
久世郡

久御山町

株式会社横井製作所

吉川染匠株式会社

城陽市

株式会社吉田生物研究所

京都市

ヨネ株式会社

京都市

株式会社洛北義肢

京丹後市

リッジクリエイティブ株
式会社

京都市

株式会社和光舎

城陽市

株式会社渡邉商事

京都市

木津川市

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

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」

女性がん患者さんの美意識をサポートする美容ケア

（ＲＯＣＡＲｅＴＡｆｏｒｈａｉ
ｒ） 事業

綾部市

久世郡

用促進、販路拡大

株式会社ワントゥーテン

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

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

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

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。

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

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

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

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

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

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

スポーツ・音楽分野等における（多人数参加型）イベン

（株式会社ワン・トゥー・テン・デザイン） ト共有体験システムの開発

株式会社アテックス

宇治田原町

京都市

P12

ネ成形機の導入

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）

有限会社アドバンク

UV 印刷の輪転機応用による画期的コスト削減事業

ン株式会社

京都市

生田産機工業株式会社

京都市

石勘株式会社

京都市

イズテック株式会社

京都市

株式会社いちはら

京都市

株式会社伊藤製作所

京都市

株式会社井上製作所

京都市

インフォニック株式会社
有限会社ウィルコンサル
タント

有限会社上野機械工具
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テーマ

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

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

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

と医療分野への進出

ロボット制御によるイノベーションの推進（ろう付け
装置の開発による超硬ろう付けカッターの市場拡大）

インクジェット染色の作業効率及び企画提案力の向上
を図るシステム導入

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
業界の常識を覆す、型紙によるオンデマンドの輪転式
エンボス加工

自動車計測装置市場を下支えする一貫生産体制におけ
る塗装技術の高度化

実施場所

京都市

株式会社ウミヒラ

京都市

梅武織物株式会社

京都市

株式会社宇山金型製作所

京丹後市

京丹後市

宇治市

京都市

京都市

宇治市
相楽郡
精華町
相楽郡
精華町
京都市

機器の高精度化事業

最新織機体制による高品質維持・短納期化の実現及び
職場環境改善への取組

浦谷エンジニアリング株
式会社

栄進堂印刷株式会社
株式会社Ｈ＆Ｃ技術研究
所

ティー

エイミック株式会社
エーブルコンストラク
ション株式会社

株式会社エスケーエレク
トロニクス

久御山町
相楽郡
精華町

エス．ラボ株式会社

（Ｓ．ラボ有限会社）

ポート

株式会社Ｏ

大竹口紙工株式会社

京都市

大本染工株式会社

亀岡市

有限会社岡島三協製作所

京都市

株式会社オカモト工芸

京都市

荻野精工株式会社

京都市

用電子計測器の試作開発

受注増加計画

極低温保存細胞等の個体識別 RFID システムの開発

大型でプラスチックペレットを材料とする高精度立体
造形装置の開発

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

金型の円筒研磨加工の高精度化（真円度 1 μｍ以下）な
らびに金型の円筒研磨自動化の実現

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

in 美容室

高精度放電加工機の導入による医薬品包装機金型の高
精度化および歩留まり解消事業

最新型ミニ折機導入による小ロット・小サイズ折加工
サービスの展開と競争力強化

捺染の初期費用の削減によるプリント企画の拡大
難削材・複雑形状加工受注で製造環境整備の実現化に
よる新分野への進出

「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

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

ｐｌｕｓ

（小野工業株式会社）

株式会社オプト・システム

原材料の県別産地を消費者に開示するための生産管理
システム構築

型無し平巻紙管機導入による容器紙管製造の高効率化
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

株式会社カスノモーター 『3D 技術を応用したリバースエンジニアリング』導入
サイクル

京都市

京都市

京都市

京田辺市

京都市

宇治田原町

のための設備導入

男前豆腐店株式会社

京丹後市

形鋼バンドソーマシン導入による一次加工効率改善・ 綴喜郡

橋梁の安全品質向上に対応した予防保全点検サービス

京都市

株 式 会 社 ＯＮＯ

高精度かつ他社の半分の販売価格を実現する研究開発

による生産体制の確立

株式会社オージーファイン

京都市

精華町

伝統文化の承継に寄与する折本製造工程の完全内製化

株式会社大入

京都市

相楽郡

介護用の携帯型局所脱臭装置の開発

タブレット型着物レンタルサービス

城陽市

精華町

マーケティング支援サービスの確立

計画

ＯＳＯ株式会社

相楽郡

ウェブチラシと折り込みチラシの融合による効果的な

大型プレスブレーキ（曲げ機械）の導入による受注拡大

応用板金株式会社

京都市

精華町

による生産効率改善計画

可能にするディプコーターの開発

株式会社エムアールサ

久世郡

3D プリンターを活用したコイル確認治具等の内製化

複雑な立体形状の表面にも均一かつ薄厚な皮膜形成を

株式会社ＳＤＩ

久世郡

精華町

ク交換支援装置の導入

構築

有限会社エヌテック

相楽郡

マシニングセンターの生産効率向上に向けた自動ワー

株式会社エイチ・アンド・ μｍ単位の高精度加工の安定化を実現する生産体制の

綾部市

京都市

向上

複合加工機導入による工程集約と生産性向上及び医療

有限会社ＮＴＢ製作所

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

切削機械用刃物の刃型に対する高効率性加工技術の

リジナル商品の展開

京都市

久御山町

実施場所

UV プリンターを活用した生産性の向上と少ロットオ

植村株式会社

相楽郡

宅地盛土マネジメントシステム

テーマ

宇治市

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

事業者名

による開発期間の短縮

久世郡

久御山町
京都市

長岡京市

宇治市

八幡市

京都市

八幡市

京都市

京都市

京都市

城陽市

京都市

京都市

京丹後市

八幡市

京丹後市

南丹市
綴喜郡
宇治田原町
京田辺市

京都市

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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R EFERENCE 〜資料編〜
事業者名
株式会社金山精機製作所

亀岡スプリング株式会社

株式会社カワオカ製作所

河長樹脂工業株式会社

株式会社川戸鉄工所
株式会社カワムラ

（川村製作所）

株式会社菊水製作所

黄桜株式会社

北澤機械工業株式会社

株式会社衣川製作所

木下電子工業株式会社

株式会社木村製作所

株式会社協栄板金工業

京テック株式会社

テーマ
水素ステーション向け水素圧縮機用の仕様にマッチす

株式会社ＫＯＹＯ熱錬

新規製品の生産活動と線径が太い製品の全加工

亀岡市

東風美術工芸株式会社

歯科医療用機器向け微細金属部品の精密加工における

久世郡

高精度化

最新ネットワーク型管理システムの導入による生産設
備連携したリアルタイム工程品質管理

市場ニーズが求めている一体化したホーニング加工
ツールの量産化

高精度マシニングセンタ導入による生産の高効率化と
技術の承継

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

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

最新設備導入により次世代自動車用燃料電池生産資材
の納期短縮を計る

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

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

事業収益向上を達成するための加工機駆動情報利用多
機能管理システムの開発

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

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

自店を複数のゲームに登場させられる位置情報ゲーム

株式会社京都シールレー

部分糊対応機による高品質・高精度な商品 POP シール

ベル

株式会社京都製作所

株式会社京都タカオシン
株式会社京都デザイン
ファクトリー

株式会社キョークロ

株 式 会 社 Ｃｏｏｌｗａｒｅ
有限会社グッドウッド
ＫＹＯＴＯ

株式会社クリーン精光
株式会社クリーンバブル研究所

プラットフォームの展開

生産強化計画

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

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

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

熱処理された締結部品に適した高耐食性表面処理技術
の確立

ネットの新利用法を提案！「マッチングサイト自動作
成サービス」

難削材を用いた革新的用途向け部品の量産加工事業化
実現

炭素繊維等製造装置用ベース板のさらなる高精度化と
短納期生産体制の確立

マイクロナノバブルによるバイオフィルムの洗浄装置

（有限会社トリビオックスラボラトリーズ） の試作
株式会社栗田製作所

株式会社黒坂塗装工業所

組立アッセンブリー工程の実現による新事業展開

クロレラ食品ハック株式
会社

株式会社ＣＡＰＡＢＬＥ

巧美堂印刷株式会社
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能水製造装置の開発

花管理システムの構築による事業の効率化

株式会社クロスメディカル
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アグリ・サニタリー分野向けフロー式プラズマ殺菌・機

株式会社クレバー

株式会社クロスエフェクト

株式会社向陵

事業者名

京都市

る注油器の開発

京都エンタテインメント
ワークス株式会社

実施場所

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

高度管理医療機器の品質基準を満たす精密心臓シミュ
レーターの開発

乳酸菌の産出する EPS を使用した飲料の機能性につ
いて

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

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

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

久御山町
向日市

京丹後市

有限会社コテラ企画

テーマ
航空機部品の熱処理品質向上を目指した設備導入
レーザー溶接機による金属工芸品修復・宝飾品修理技
術の普及に向けて

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

ＣＯＮＮＥＸＸ ＳＹＳＴＥＭＳ 既存の太陽光発電に後付可能な、発電効率改善専用リ
株式会社

チウムイオン電池の開発

コバオリ株式会社

バリアブル印刷による短納期化、製造コストを削減し

（小林織ネーム株式会社）

顧客満足の向上を図る

手指洗浄の実践状況を可視化するモニタリングシステ

京都市

株式会社ゴビ

京都市

株式会社最上インクス

多品種少・中量向け薄板金属生産方式の革新

株式会社阪村エンジニア

自動車部品加工用大型超硬パンチピンの高品質化と短

京都市

リング

京都市

阪村産業株式会社

京都市

サンエー工業株式会社

長岡京市

株式会社サンエムカラー

長岡京市

三景印刷株式会社

久世郡

久御山町
京都市

京都市

株式会社三笑堂

サンセイ医療器材株式会社
サンプラスチックス株式
会社

京都市

株式会社Ｊ・Ｐ・Ｆ

京都市

塩見測量設計株式会社

京都市

株式会社色素オオタ・オー
タス

京都市

ジック株式会社

京都市

株式会社シミウス

相楽郡
精華町
城陽市

京都市
相楽郡
精華町
綴喜郡

宇治田原町
久世郡

久御山町
綴喜郡

宇治田原町

有限会社清水製作所

有限会社修美社

シュンビン株式会社

有限会社ジョイクックおくだ

有限会社昶栄

上香園

招德酒造株式会社

京都市

株式会社白金製作所

京都市

新庄鉄筋鋼業株式会社

京都市

株式会社新生工業

京都市

信和印刷株式会社

綴喜郡

宇治田原町
京都市

スキューズ株式会社

洲崎鋳工株式会社

ムの開発

納期対応

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

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

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

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

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

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

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

斬新なカッターを備えたシュリンク包装機の試作開発
事業

豪雨災害を教訓に、災害に即対応できる三次元測量技
術の確立による地元への貢献

特許を持つ感熱製版フィルムの量産化を図るための生
産プロセス革新事業

小規模アパレル向け、簡単に使えるクラウド型業務シ
ステムの開発

劣悪環境下で長期的な温度監視ができる光ファイバを
用いた高温センサの開発

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

最新型特殊印刷機導入による「おもしろ印刷」事業の
拡大

新型カッティングマシーンによる化粧箱デザイン作成
の精度向上

買い物弱者へのサービス向上と地域住民の利便性向上
を取組み地域密着店へ

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・宇治・和束産の「万能碾茶」による、やすらぎと健
康の提供

「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

高剛性高精度 NC 旋盤による研磨レス加工（鏡面加工
技術）の実現事業

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

当社商品の大型化を図り、顧客要望に応える事業
「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

中小企業向け産業用ロボット活用型生産システム運用
人材育成プログラムの構築

鋳物表面の品質向上による新たな顧客価値の提案

実施場所

事業者名

京都市

株式会社鈴木松風堂

京都市

有限会社スタジオ貳拾壹

南丹市

株式会社成和化学工業

相楽郡
精華町

株式会社積進

京都市

株式会社ゼロ・サム

京都市

大栄繊維株式会社

京都市

大東寝具工業株式会社

京都市

株式会社大平電機

綴喜郡

宇治田原町
八幡市

株式会社大砲工業

大和第二企業組合

テーマ
最新プレス容器の自動製造機導入による量産
UV 印刷・レーザー加工設備導入による、中小ロットの
販促物市場の顕在化

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

ワイヤー放電加工機を用いたチタン製宇宙・航空機部
品の新工法開発

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

品質検査システムを組み込んだニット新製品の革新的
な生産方式の立ち上げ

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

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

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

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

ＴａｋｕｍｉＶｉｓｉｏ

パターン認識機能搭載のインテリジェント小型赤外線

与謝郡

株式会社辰馬コーポレー

新方式を採用した本格京料理の「やわらか介護食」の試

京都市

辰己屋金属株式会社

京都市

株式会社田中印刷

京都市

与謝野町

相楽郡
精華町

ｎ株式会社

ション

田中精工株式会社

京都市

株式会社田中製作所

福知山市

株式会社谷テック

南丹市

株式会社タムラ

京都市

株式会社丹宇

京都市

株式会社朝陽

京都市

朝陽堂印刷株式会社

京都市

株式会社筒井

（株式会社筒井鉄工所）

京都市

株式会社ＴＩＦ

京丹後市

株式会社ティーアンドピー

京都市
相楽郡
和束町

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

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

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

省エネ対策に資する磁気軸受の量産化要望に応え加工
技術を社内蓄積する事業

金属切断用チップソー丸鋸における薄鋸刃の開発
高能率・高精度加工機導入による製造力の向上・市場競
争力の強化

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

開発力の拡大拡充で照明業界依存度 100％からの脱却
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

薄板溶接における高精度溶接技術の確立
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

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

ワイ

工房事業の展開

テイカ精密株式会社

顧客要求に対する、高性能スパウト製品の生産対応

株式会社デザインハウス風

亀岡市

株式会社テックラボ・坂口

福知山市

株式会社寺内製作所

久御山町

作開発

株式会社ティー・ティー・ 京都初、創業支援・開発支援・教育支援を行うレンタル

京都市

久世郡

カメラ機器開発

株式会社でんでん

京都市

株式会社東光弁製造所

京都市

東洋印刷株式会社

京都市

株式会社東和技研

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

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

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

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
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

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

ガス配管の腐食を監視するリモート操作検査システム
の開発

実施場所

事業者名

京都市

株式会社戸川

京都市

トスレック株式会社

久世郡

富繁放電加工株式会社

久御山町
京丹後市

株式会社ナガオカ

京都市

中嶋金属株式会社

京都市
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永島製作所

京都市

ながすな繭株式会社

綾部市

株式会社ナカデシール印刷

八幡市

有限会社中村印刷所

京都市

株式会社名高精工所

京都市

株式会社ナンゴー

京都市

西川化工株式会社

京田辺市

株式会社西嶋製作所

京都市

西田染工株式会社

宇治市

西村紙器株式会社

京都市

西村陶業株式会社

綴喜郡

株式会社西山ケミックス

宇治田原町
京丹後市

有限会社ニタミズ工房

京都市

株式会社ニッシン
有限会社日成フィッティ

京田辺市

ング

京都市

日本クリニック株式会社

長岡京市

日本ニューロン株式会社

八幡市

ニューリー株式会社

京都市

株式会社ネオシスエイワ

京都市

有限会社ＮＥＯＳ

亀岡市

株式会社ネオノア

京都市

株式会社ＮＥＸＵＳ

京都市

株式会社野村染工

京都市

株式会社ハーテック

南丹市

京都市

包丁不要、グリル不要「袋ごとレンジで西京焼」の開発・
販売

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

難削材部品の放電加工技術による微細加工技術の確立
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

3D プリンターで成形された製品への新規メッキ方法
の開発と実用化

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

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

超小型高性能シール印刷機導入による高濃度“二度づ
け”印刷サービスの実現

最先端ラスターイメージプロセッサ導入による京都初
の高精細印刷サービスの実現

バルブ加工品検査の自動化による工程革新
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

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新規顧客開拓事業
複合加工機の導入による医療機器用高精度部品加工の
生産能力向上

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

貼り箱製造ラインの生産力向上と高精度化による新デ
ザインへの取り組み

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

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

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

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

特殊チャックを備えた CNC 旋盤導入によるサイクル
タイム改善と生産プロセス見直し

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
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京都市

長岡京市

京都市

京丹後市

京丹後市

京都市

京都市

宇治市

宇治市

長岡京市

京都市

京都市

京都市

京都市

宇治市

亀岡市

亀岡市

京丹後市

京都市

精華町
久世郡

劣化対策性能を革新的に向上可能なモルタル工法の

相楽郡

３次元レーザースキャンと映像シミュレーション

京都市

バネ製品への業界初の新しい表面処理の量産化と販路

久世郡

新規機械導入による製缶ダクト加工・製造の生産性・効

久世郡

テージの導入

開発

拡大

率化の向上

外国人向け着物需要に対する当社製品「グラフィック
友禅」の高品質、短納期、小ロット生産体制の確立

産業機器用板金カバーの生産効率化による生産能力向
上・低コスト化計画

有限会社バウコーポレー

飼い主の経済的・精神的な負担を軽減する関節鏡を用

株式会社ハセラボ

京都市

次世代 立体物凹凸情報入力用スキャナー 開発用ス

形状及びタグ装着器具のデザイン－

株式会社ハシモト

京都市

の生産プロセス革新

株式会社

ション

実施場所

高機能フィルム成形用“スチール（シームレス）ベルト” 相楽郡

Ｂｉｏｌｏｇｇｉｎｇ Ｓｏｌｕｔ
ｉｏｎｓ 水産生物用・超小型電子標識タグの開発－最適なタグ

京都市

宇治市

テーマ

いた低侵襲どうぶつ医療の実現事業

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

蒟蒻を用いたヘルシーデザートの飛躍的な生産性向上
の実現

久御山町

精華町

久御山町

久御山町
京都市

京都市

京都市

宇治市

亀岡市

京都市

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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事業者名
株式会社畑製作所

有限会社八川製作所

株式会社服部商店

濱田プレス工藝株式会社

株式会社ビークル

光アスコン株式会社

株式会社ピクチャレスク

株式会社人見精工

株式会社兵藤製作所

株式会社広瀬製作所

P20

株式会社ヒロミツ製作所

株式会社ファーマフーズ

株式会社ファインワークス

株式会社フォルティ

株式会社吹野金型製作所

有限会社フクオカ機業

株式会社フジタイト

伏見織物加工株式会社

藤原製本株式会社

テーマ
最新立形マシニングセンタ導入による医療機器等精密
部品製造の生産体制強化計画

立形マシニングセンタ導入と工程改善による難削材加
工への挑戦

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

プレス加工に代わる金型不要な精密加工技術の確立
Ｂ型肝炎ウイルスエスケープ変異体に対する世界初の
高感度検出技術の開発

RPF 製造における省エネルギーと品質向上を目的とし
た設備導入計画

一般家庭用健康支援・療育アプリ「パタトレ（仮称）」の
開発

技術承継・事業安定化・新規顧客開拓のための生産プロ
セス革新事業

株式会社船橋商店

株式会社プロキダイ

ジェット機部品の不良率低下計画

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

自動車部品加工技術の集約された独自の自動車部品加
工用治具の受注販売化事業

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

最先端製本ライン導入による“ブック・オンデマンド”
の実現と生産基盤強化

精密金属部品及び精密樹脂部品の総合受注による売上
拡大への強化

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

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

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

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

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

特殊 CNC 旋盤導入によるβチタン製ニードルの一元
的効率化生産

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

妊婦見守りシステム用胎児心拍計測高性能マルチ生体
電極の実用化開発

事業者名
株式会社松尾機型

京都市

松本酒造株式会社

京都市

丸屋染工株式会社

綴喜郡

宇治田原町

マンヨーツール株式会社

有限会社マサズミ印刷所

株式会社枡儀

増錬工業株式会社

株式会社松岡機械製作所

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

生地設計シミュレーションシステムの導入による画期
的なビジネスモデルの確立

量産加工分野から多種少量精密加工分野への業態移行
新規事業化計画

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

洛陽プラスチック株式会社

京都市

株式会社リハビテック

宇治市

亀岡市

株式会社ミネヤマ精機

久御山町
京都市

京田辺市

株式会社峰山鉄工所

宮本樹脂工業株式会社
株式会社ムーブ

（泰和印刷株式会社）

工・配送の効率化と商品開発プロジェクト

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

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

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

WEB 受注における小ロット生産への対応のための設
計・展開図作成の内製化

加工難易度の高い複雑形状のパンチピン加工の自動化

京都市

年度補正

ヤマウチ株式会社

京都市

株式会社山内製作所

京都市

株式会社山岡製作所

高速搬送系制御技術の開発

城陽市

ヤマグチプレシジョン株式

難加工性透明体を高速高精度で加工できるレーザー加

相楽郡

宇治市

会社

京都市

株式会社ヤマコー

京都市

株式会社ヤマシナ

京都市

株式会社山城金型

京都市

有限会社山田木工所

京都市

株式会社やまとカーボン社

相楽郡

ヤマナカヒューテック株式

精華町

会社

久世郡

久御山町
京都市

京都市

京都市

京都市

株式会社ユー・エム・アイ

株式会社ユウコス
ユウテックコーポレー
ション株式会社

ユーハン工業株式会社

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

工システムの開発

高速カット装置最適化による工程簡略化、生産能力向
上、競争力強化

ボルト用超音波軸力測定器と 3DCAD／CAE の導入
高精度ワイヤ放電加工機導入による金型製作プロセス
革新事業

3D ターニングマシンを用いた木工製品の製造
サーマル方式の刷版出力装置を活用した偽造防止印刷
技術の高精度化

表面処理を高度化するスプレー塗布装置の最適化と塗
布工法の開発

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

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

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

自己粘着性パレット（flex carrier®）の革新的改善及び
事業拡大

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

素材の特性を見極めた独自の切削加工技術による、最
新型産業用ロボットの部品製作

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

株 式 会 社 ユ ー・ ピ 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
ディー

京丹後市

株式会社横井製作所

京都市

株式会社吉田生物研究所

ビスの開発

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

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
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八幡市

宇治市

生産体制の確立

様化対応

ン株式会社

平成

株式会社メタルカラー

新たなゴム練りロール機の導入による多品種小ロット

半導体部品微細加工・微細穴加工の応用・デザインの多

リンクナチュラルジャパ

京都市

京都市

酵素分解による絹ペプチド量産化技術の開発

産プロセスの確立

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

京都市

事業者名

テーマ

株式会社ル・パティシエ

洋菓子店としての知名度と技術を活用した、独自性の

ヤマダ

京都市

有限会社ロゴス

久世郡

ロンドフードサービス株式

久御山町
宇治市

会社

ワイエムシステムズ株式
会社

簡便な装着が可能なデニスブラウン型装具の設計・試作

京都市

株式会社ワイズ

放課後等ディサービスの運営管理ツールアプリの開発

京都市

株式会社渡邉商事

あるパンの提供

日本産燻液及び燻液を利用した燻製加工品の量産に向
けた自社製自動発煙機の開発及び生産ライン設置事業

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

新型豆類両面高精細外観検査装置の試作開発
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。

自動車精密部品の小ロット即納体制の確立

実施場所
相楽郡
精華町
京田辺市

京都市

京都市

京都市

京都市

京丹後市

株式会社名工技研

に関する研究開発

提供のための流通革新

実施場所

京丹後市

京都市

ユアサ化成株式会社

ンド確立事業

木津川市

CNC 複合自動旋盤導入による高効率生産の体制構築

京都市

小型・高性能の包あん機導入による京都クッキーブラ

500 ｍｍ保持具の開発

国産そばの風味を最大限に活かした上質な手打ちそば

超精密測定装置の導入によるボールバルブの革新的生

洛陽化成株式会社

有限会社光村製作所

株式会社山本鉄工

株式会社舞扇堂

「ビビリ」問題を解決する、新型の制振合金を使用した

株式会社よしむら

（有限会社嵐山よしむら）

京都市

京都市

綾部市

ブロッコリー自動収穫機の試作開発

染色技術の開発

テーマ

ヨネ株式会社

城陽市

医療・理化学向け金型の高精度化と高速化の両立

マイコム株式会社

墨流加工を現状の平面染色から縫製衣料品へ施す立体

事業者名

京都市

脆性材料加工用超微粒砥石の開発

株式会社ベルテックス

多種分割光学式エンコーダ受光素子の開発

燗をしてもフレッシュさを保持する純米日本酒の開発

京都市

株式会社ミズホ

株式会社山本製作所

マイクロシグナル株式会社

リードタイムの削減

京都市

京都市

能広幅ファブリックの開発と販売

デジタル時代のアナログ（汎用）機での能率向上による

実施場所

黒毛和牛一頭買い！セントラルキッチン化による加

ヒロ

チョコレート含浸技術を活用した新商品の開発

西陣織の技術と天然繊維及び機能繊維を活用した高機

テーマ

株式会社ミートショップ

京都市

平和製菓株式会社

株式会社細尾
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京都市

曲面形状への高精度穴あけによる、国産リージョナル・ 久世郡

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

二九精密機械工業株式会社

実施場所

ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
実施事業者一覧

事業者名

福知山市

アイ’エムセップ株式会社

福知山市

有限会社アオイ製作所

久世郡久
御山町

精華町
綴喜郡
宇治田原町
京都市

株式会社浅田可鍛鋳鉄所

株式会社旭プレシジョン

飛鳥メディカル株式会社

有限会社アリアソシエイツ

イーコット株式会社

池市食品

京都市

池田酒造株式会社

京都市

株式会社韋城製作所
株式会社磯野開化堂

（磯野開化堂）

イノコ株式会社

宇治市

岩田精工株式会社

久世郡

久御山町

株式会社ウエダ・テクニ
カルエントリー

上田鍍金株式会社

京都市

ＷＥＬＤ

京都市

株式会社宇野商店

福知山市

京都市

宇治市

京都市

ＯＮＥ

株式会社エスケーエレク
トロニクス

エス．ラボ株式会社

（Ｓ．ラボ有限会社）
株式会社エムジーテクノ
株式会社大阪サイレン製
作所

試作

機械装置導入による生産拡大と高精度加工の実現
横型マシニングセンタを導入し、生産工程を単工程化

実施場所
京田辺市
久世郡

久御山町

事業者名
大村家具工業株式会社

株式会社オプト・システム

福知山市

オングル工芸株式会社

向日市

株式会社開洋

緑内障レーザー治療器開発

京都市

株式会社カタヤマ時計店

顧客満足度向上に向けた自社ブランドの確立と生産力

与謝郡

アルミ材の多数個同時加工による生産性向上と IOT を

久世郡

し、生産性向上、コスト削減を図る事業

表面処理による金型への離型性付与技術の評価測定機
器の導入による売上拡大

の強化

利用した短納期化

の確立

京都市

京都市

プラズマ誘起電解法による金属ナノ粒子製造装置の

価値あるこんにゃくの自動製造ラインによる生産体制

京田辺市

亀岡市

テーマ

現代の多様な食生活に合う爽やかな日本酒を造る生産
プロセスの改善

小物精密型鍛造技術等を応用・結集した中量中物多品
種生産体制の構築

茶包装機器導入による受注量の増加・経営安定事業
ラマン分光分析をどこでも実施するオンサイト測定分
析サービス

実現不可能と言われた超高精度金型の加工技術と量産
体制の確立

医療用「高硬度材・難削材」の生産効率向上用研削工具
の開発

高機能めっき開発の試作品生産の実現・効率化のため
のマイクロスコープ導入

自転車用チタンフレームのハンドメイドビルダーから
メーカーへの飛躍

ブランド戦略の見直しによる富裕層の取込みを通じた
売上拡大

書き換え可能なエコハーベスティング荷札の開発
ペレット式 3D プリンターに用いる高性能化・高機能
化樹脂材料の開発

高精度切削加工技術による半導体・液晶製造装置部品
の精度高度化及び生産体制強化

高性能３次元切削加工機の導入による製品開発時間の
短縮とコスト低減

与謝野町

久御山町
京丹後市

舞鶴市

加藤紙工有限会社

金谷製作所

有限会社亀井製作所
株式会社加悦ファーマー
ズライス

京丹後市

かわい歯科クリニック

宮津市

河北印刷株式会社

京都市

川惣電機工業株式会社

八幡市

川村エンジニアリング株式
会社

八幡市

有限会社河原崎製作所

京都市

株式会社北川工作所

与謝郡

与謝野町
京都市
久世郡

久御山町

北澤機械工業株式会社

株式会社北村鉄工所

株式会社きたやま南山

長岡京市

株式会社衣川製作所

宇治市

有限会社木下製作所

京田辺市

共進電機株式会社

テーマ
デジタルパネルソー及びスライドソー導入によるオー
ダーメイド家具・建具の生産能力向上計画

超高精度コンタクターの開発で車載用電子部品の検査
装置事業への参入拡大

ネクタイ縫製業における縫製工程の機械化による小
ロット短納期化事業計画
NC 機械による多穴押出金型の高精度化及び生産性の
向上

在宅高齢者・障害者向け眼鏡及び補聴器訪問営業サー
ビスの確立

最新式プレススタッカーと生産管理システムの導入に
よる作業工程効率化

実施場所
京都市

京田辺市

宇治市

亀岡市

南丹市

宇治市

マシニングセンターの導入によるプレス金型の高精

久世郡

医療機器・食品機械部品の需要拡大に伴う生産体制強

久世郡

機械化による安全安心商品の製造と生産量増加による

与謝郡

度・短納期化を実現する

化の実現

利益を社員と地域に還元

歯科用 CT とマイクロスコープの連携による高精度治
療システムの構築

手帳製造ラインにおけるボトルネック解消及び新商品
開発事業

燃料電池製造現場で使用される高精度小型温度センサ
の製造開発

ミーリングを備えた複合旋盤による生産性の向上と複
雑形状の長物加工対応策

審美性・人間工学性追求のための新構造金型製作実施
に必要な設備投資事業

水圧転写プリントを用いて、独自のヘルメットデザイ
ン塗装を開発し、世界へ販売

HV 及び EV 自動車用バッテリー生産における外部委
託部品の内製化

切削工程内製化による競争力アップと雇用促進
京都初のハラール対応牛肉料理専門店の開始とハラー
ル牛肉安定供給事業

ワイヤー放電加工技術の超高精度・高速化による医療
ロボット分野への進出

３軸制御立型マシニングセンタの導入による生産体制
の向上と競争力の強化

海外市場向け新エネルギー関連機器事業化の品質保証
システム構築

久御山町

久御山町

与謝野町
宇治市

京都市

八幡市

京都市

宇治市

京都市

京都市

京都市

京都市

京都市

京都市

京都市

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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R EFERENCE 〜資料編〜
事業者名

P22

株式会社京都イングス

共同印刷工業株式会社
京都ケミカル株式会社

（株式会社アイ・イー・ジェー）
京都食品株式会社

株式会社京都製作所

京都奉製株式会社

株式会社京屋吉星

京和ブロンズ株式会社

楠岡義肢製作所株式会社

熊野酒造有限会社

株式会社クリーン精光
株式会社クリーンバブル研究所

テーマ
ICT 技術を活用した災害時に即応できる現地調査手法
開発と三次元測量技術サービス

最新設備導入による印刷製造プロセスの抜本的改善
計画

高機能性ウレタンエラストマーシートの開発
京野菜を用い京都で製造する京惣菜（和惣菜）の海外販
路構築事業

高い加工精度のワンストップ工程による、金型の複雑
化・高度化・量産化への対応

最新の日本製電子ジャガード導入による繊細な織模様
と生産リードタイム短縮を実現した御守等の試作開発

IT とスマホを活用したゲーム型 VR, AR 対応歴史観光
サービスの創出

高品質インゴットを化学的に裏付けし、ユーザーの拡
大を図る

1 時間でオーダー・インソールを提供する製販一貫型
3D システムを構築

最新プレート熱交換機導入による清酒火入れ工程の改
善と品質向上

金属部品の精密加工における高精度化及び短納期化に
よる医療機器対応の実現

オゾンマイクロナノバブルによる樹脂めっきの前処理

（有限会社トリビオックスラボラトリーズ） 装置の試作開発
株式会社クロスエフェクト

株式会社クロスメディカル

ケイコン株式会社

株式会社ＣＡＰＡＢＬＥ

株式会社工進

巧美堂印刷株式会社

株式会社ＫＯＹＯ熱錬

小城製薬株式会社

コスメディ製薬株式会社

東風美術工芸株式会社
コムイノベーション有限
会社

株式会社小山製作所

株式会社最上インクス

株式会社坂製作所

準化による生産性向上

自由変形を有する超軟質樹脂モデルの検査バリデー
ションシステムの構築

高耐久製品ハレーサルト及び 20t 超の大型製品の生産
性と品質向上

高速ミーリング加工機による新しい金型加工プロセス
の確立と量産体制の構築

設備の IoT 化・自動化による農業用ポンプ製造リード
タイムの削減

最先端印刷品質管理システム導入による生産性向上と

製造

新規コンビネーション育毛剤（医薬部外品）の生産体制
樹立と上市

レーザーマーカーによる伝統金属工芸品の加工時間短
縮・精密化

カーボンナノチューブ溶液の量産技術確立と応用技術
の商品化

多品種少量生産に対応したプラスチック加工の短納期
化及び低コスト化の実現

多品種少量向け薄板ヒートシンクの量産化生産プロセ
スの実現と事業化

本業の下請加工と自社製品をフレキシブルに生産がで
きる体制の構築

A1 サイズスキャナのデファクトシステム開発

サンケイデザイン株式会社
株式会社色素オオタ・オー
タス

有限会社篠原製作所

食健康研究所株式会社

京都市

株式会社白金製作所

向日市

新興化成工業株式会社

京都市

株式会社ＳｈｉｎＳｅｉ

与謝郡

る競争力強化

検査工程の自動化による生産プロセスの改善と顧客
ニーズへの対応

小ロット伝票にパーソナライズ印刷を応用するための
カラーオンデマンド印刷機の導入

オンデマンド印刷機と小ロット対応断裁機導入による

『きょう印刷お届け便』事業

現行のデジタル製版機の問題点を解決し、改良型を試
作開発する事業

マシニング導入による中物製缶品の高精度一貫加工
開発

有限会社杉本工作所

与謝野町

株式会社炭平旅館

京都市

（有限会社炭平旅館）

久世郡

株式会社セイワ工業

久御山町
宇治市

誓和工具株式会社

京丹後市

株式会社積進

京都市

株式会社７＆Ｍ
株式会社創造工房

相楽郡

（有限会社創造工房）

精華町
京都市

京都市

京都市

京都市

長岡京市
綴喜郡

京都市

株式会社サビア

三景印刷株式会社

京都市

航空機の低燃費化を実現させる低歪真空熱処理の実現

非円筒形状超硬パンチピンの新しい加工方法確立によ

サンエー電機株式会社

将光株式会社

宇治田原町

ヘルスケア市場獲得のための新規殺菌法によるエキス

事業者名

舞鶴市

競争力強化事業

株式会社阪村エンジニア
リング
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属人的・職人的な試作用真空注型特殊型製作技術の標

実施場所

亀岡市

京都市

京都市

京都市

P24

有限会社大和彫刻所

髙木金属株式会社
有限会社タカラプラス
チック

竹野酒造有限会社
株式会社たつみ印刷

（たつみ印刷）

加工技術の承継及び雇用創出

新規な乳酸菌の抗菌能力を特化した「健康にいい」天然
抗菌液の製造

５軸加工マシニングセンタ導入による３次元精密切削
加工部品の試作開発と生産性向上

3D プリンター用のオレフィン系樹脂使用の新フィラ
メント量産

放射線撮影装置部品の高精度化および新たな供給体制

株式会社ＴＩＦ
株式会社ＤＩＹ ＳＴＹＬ
Ｅ

京都市

トウジ工業株式会社

京都市

東洋印刷株式会社

京都市

株式会社轟製作所

京都市

中嶋金属株式会社

京都市

中西精機

ナカライテスク株式会社

京都市

株式会社ナベル

京都市

株式会社ナンゴー

京都市

株式会社西川製作所

西田精密工業株式会社

京都市

有限会社日双工業

亀岡市

日本ロジックス株式会社

綴喜郡

株式会社仁張工作所

井手町

ものづくり産業の発展に貢献するスーパーエンプラ等
の精密加工技術開発事業

多種な医療器具を思い通りの位置に、簡単に固定出来
る器具の開発

業界初の「電子の健康家計簿」の開発・実用化
精密板金部品加工のＩＴを活用したペーパーレス生産
体制の構築

京都市

株式会社ハーメックス

小型電動ロクロ開発事業

急速冷凍技術の導入による旅館業の収益構造の改善

京丹後市

株式会社白心堂

難形状加工機器・高精度測定器導入による工数削減及

久世郡

鋳物加工の需要に対する設備導入と面相度（面粗さ）革
命による生産革新

び品質保証の一体化

コンロッドのスチール製品からアルミニウム鍛造加工
への転換

非接触測定機導入による複雑形状部品の測定技術の
開発

新製法の導入による多店舗展開、長時間営業体制の構
築

フルーツガーリックを基点とする加工品展開の基盤構
築事業

４軸 NC 彫刻機及びファイバーレーザー機導入によ
る、丸モノ彫刻技術の継承・高度化事業

表面処理加工の高度化によるエコカー燃料電池部品の
大量加工体制の確立

新型機導入による医療機器分野への新規参入と雇用拡
大・所得等処遇改善の推進

分析システムと新商品化設備導入による海外市場開拓
も見据えた高品質清酒製造開発

現像工程削減による高品質・高効率な自社一貫生産体
制の実現

競争力の強化

溶接工程の自動化率向上と不良「０」で目指せ、生産性
200％！

株 式 会 社 ツ ー・ ナ イ ン・ 顧客からの要望の強い DMC 杵を量産製造するための
ジャパン

綾部市

テーマ

実証用ロボットシステム導入による技術革新

高出力高周波焼入れ装置導入による熱処理事業の市場

株式会社朝陽

事業者名

株式会社ノードクラフト

協業組合丹後熱処理セン
ター

実施場所

城陽市

の構築計画

最新型ＭＣ導入による金型の高生産体制の構築

株式会社寺内製作所

与謝野町

裁断部門の内製化により高度化される多様な繊維素材

有限会社田中製作所

京都市

与謝郡

テーマ

設備導入

最新立型マシニングセンタの導入による IoT を活用し
た生産性向上

誰でも簡単に DIY で施工可能な高性能床用防音下地材
の開発

自働監視技術を備えた最新複合ＮＣ旋盤による航空エ
ンジン部品の高効率生産化

多機能「先進ロボット溶接機」導入による製品分野の拡
大多角化と新規需要の開拓

高品位印刷機導入による小ロットセキュリティ印刷
サービス事業の生産基盤強化

３軸ロボット導入によるスイッチ組品のハンダ付けの
自動化

自動運転車及び航空機部品の安全性向上を目的とした
メッキ技術の開発と実用化

特殊形状の工業用ニッパー製品のシームレスで高品質
な生産体制の確立

革新的な超臨界流体クロマトグラフィー用カラムの開
発と市場獲得

画像寸法測定器を活用した製品加工材料の精度向上に
よる生産リードタイムの短縮

発電コア設備部品の中ぐり加工による高精度化、短納
期化技術の確立

CNC 旋盤導入による機械装置構成部品の多品種小
ロットに対応した高精度・高効率加工の実現

ハクレイ酒造株式会社

久御山町
綾部市

橋本鉄工株式会社

京丹後市

株式会社はま一

京都市

株式会社林製作所

京丹後市

株式会社ビークル

京都市

株式会社ヒット

京都市

ＨＩＬＬＴＯＰ株式会社

京都市

株式会社弘

京丹後市

広瀬鈑金工業株式会社

京丹後市

有限会社ヒロミ・アート

京都市

株式会社ヒロミツ製作所

京丹後市

有限会社福谷製作所

京田辺市

株式会社フジタイト

京都市

株式会社藤塚工業

八幡市

株式会社富士電工

舞鶴市

二九精密機械工業株式会社

京都市

株式会社プロト

久世郡

久御山町

P26

平七水産株式会社

宇治市

株式会社ベッセル福知山

京都市

ベノック株式会社

京都市

株式会社豊運

京丹後市

株式会社ホームライフ

業界最高水準の安心・安全の生産体制の構築と設備導
入による生産プロセスの改善

『PB 日本酒』の製造・販売による国内外への日本酒ファ
ン拡大の実現

製薬工場向け金型管理専用治工具の製作・販売等合理
化サポート事業

“蒲鉾から天ぷらへ”新事業展開に対応する為の設備
投資

医薬品製造設備用部品の生産性向上によるジェネリッ
ク薬品普及への貢献

ライフサイエンス発展に貢献するウェスタンブロット
自動化装置の開発

多機能型過熱蒸気試験分解炉の開発によるカスタマイ
ズ事業の実施

最新モデルのマシニングセンタを活用し、部品加工の
高効率化を図ると共に LAN を活用した［HILLTOP ス
マートファクトリー］を構築する
新設備で仕入・販売のコントロールと安全性・生産性を
高め、業態付加で新市場進出

自動車用ボディの試作品開発による短納期化計画
レーザー溶接による新しい京七宝製品の創生と製造工
程の革新

自動車用部品の試作技術を生かした量産部品の生産へ
の受注販売化事業

高性能マシニングセンタの導入による高精度化と生産
性向上計画

次世代型可変バルブの試作品製造体制の確立
最新の NC フライス盤導入による、溶接・切削加工の
一貫体制強化

産業用リチウムイオンバッテリ－を搭載した蓄電池設
備の開発

高精度・高効率複合加工機の導入による航空機産業分
野への参入

自動車エンジン廻りのアルミ鋳造品（試作品）の高効
率・高品質生産システムの確立

海産物のサービス提供プロセスの改善とブランド力強
化事業

精密ドライバーの生産効率をアップさせる『一気通貫
製造ライン』の導入

高性能マシニングセンター導入とセミオーダー型パ
ターの生産体制の構築

世界初、外壁用高効率断熱材のための製造機構の導入
100 年の暮らしを考えて永続的な環境配慮を可能とす
るセルロースファイバー断熱材の自社開発

実施場所

事業者名

テーマ

久世郡

株式会社マサインタナ

小型リアルタイム光合成能力測定器（CO2 測定器）の

宇治市

増錬工業株式会社

久御山町

長岡京市

ショナル

P28

松崎工芸株式会社

（松崎工芸）

株式会社松田精工

福知山市
久世郡

有限会社マルキ精機

久御山町
久世郡

マンヨーツール株式会社

久御山町

株式会社ミタテ工房

京都市

宮津市

ミツフジ株式会社

京都市

株式会社みなみソーイング

京都市

宮崎木材工業株式会社

久世郡

株式会社名工技研

久御山町
京都市

明光精器株式会社

京都市

株式会社メタルカラー

宇治市

有限会社森田美術印刷

京都市

矢野株式会社

久世郡久

株式会社矢野製作所

御山町
京都市

株式会社山岡製作所

京田辺市

株式会社ヤマコー

八幡市

株式会社ヤマサン

宇治市

株式会社山田製作所

城陽市

株式会社山中精工所

京都市

株式会社吉岡製作所

南丹市
久世郡

久御山町
京丹後市

福知山市

京都市
船井郡京
丹波町

福知山市

P30

開発

３次元測定機導入による高精度・高付加価値加工にお
ける受注拡大事業

新規製品の製造受注への対応とオリジナル商品の開発
最新型の門形五面加工機の導入により、精密板金加工
分野の大幅な受注増を目指す

高精度レンズ金型の安定生産の技術開発
製造工程の集約による航空機部品検査用治具の高精度
化及び短納期化の実現

株式会社リバース・フィット・

ロンドフードサービス株式
会社

有限会社ワイズロード

和幸産業株式会社

京丹後市

八幡市

木津川市

相楽郡

低下と安定化

CAD システム導入によるニット製造の裁断効率向上
と B to C への取引ルート開発

真空含浸装置による不燃・難燃木材の新技術開発
研削加工の生産性向上による 5φ以下の極細パンチ市
場への本格参入

増産及びコスト削減要求に対応するための高度生産性
向上型設備投資事業

高齢者及び海外向け医薬品包材による新展開と既存事
業の生産性向上による競争力強化

Web による京都府下唯一の入稿後「120 分印刷」シス
テムを構築する差別化事業

精度の高い特殊パーツの製作・活用により生産効率の
向上を図る

業界でも特異な金型・成型の一貫生産体制の構築によ
る、技術革新分野への展開

精密インサート成形品の品質向上と安定化による工数
の低減

緩衝材設計・加工技術導入による物流コスト削減提案
企業への変革

海外への「宇治有機抹茶輸出ビジネス」の販路拡大に向
けた取り組み

遺伝子検査装置部品向け金型の短納期化・高精度化及
び低コスト化対応

自動車向け新素材ハーネスの自動防食機開発のための
加工技術向上計画

高精度測定機による効率的な生産体制構築と受注量倍
増計画事業

シルクスクリーン製版システム導入による高速化及び

デザイン

京丹後市

IoT 分野で使用する銀メッキ導電性繊維の、抵抗値の

吉樂株式会社

株式会社洛北義肢

京丹後市

久世郡

境に配慮したモデル製作の実現

NC 旋盤の導入で生産効率の向上を図り町工場に明る

（吉樂）

京都市

自然災害対策に寄与する地形模型製作工程の革新と環

吉田工業株式会社

（吉田工業所）

実施場所

い未来を！

歩留まり改善事業

インフラレッドオーブン導入による義肢製作時間短
縮、適合性向上の獲得

久御山町

精華町
京都市

京都市

八幡市

亀岡市

福知山市

京都市

京丹後市

宇治市
綴喜郡
宇治田原町
綴喜郡

宇治田原町
宇治市

長岡京市

京都市

京丹後市

京都市

京都市

京都市

高齢者向け運動機器の安全規格評価用設備導入

京都市

水素水を用いた無洗米炊飯の大量生産技術の構築

京都市

クラウドを用いた高信頼・安価な構造解析サービスの
提供

マニホールドブロックの無人機械加工の実現と部門別
利益の向上

京都市

綾部市

向日市

京都市

宇治市

京都市

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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R EFERENCE 〜資料編〜
事業者名

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
実施事業者一覧

事業者名
株式会社あおぞら印刷

株式会社赤尾商店

株式会社秋田製作所

株式会社アクア

株式会社アクトリー

株式会社朝日製作所

株式会社旭プレシジョン
朝日レントゲン工業株式
会社

アテック京都株式会社

有限会社アドバンク

株式会社飯田照明

株式会社今西製作所

株式会社ウミヒラ

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

i Phone 用 IC チップ製造装置用アルミ板の高精度化及
び短納期化の実現

タッチパネル用部品金型の一貫製作に業界で初めて挑
戦する計画

「大気圧プラズマチャンバー装置」の開発及び実用化
成形加工条件の研究による精密試作成形の業界最速レ
ベルの超短納期対応

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

金属の熱拡散技術を利用したゴム成形金型への耐硫黄
性付与技術開発による売上拡大

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

CNC 旋盤導入により新たな生産体制の構築と技術の
高みを目指す

インキ計量ロボット導入による特色印刷への対応と印
刷稼動率向上の実現

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

高まる工作機械の部材需要への対応と総合的生産力の
向上

三次元測定機導入による多品種少量生産に特化した品
質保証体制の確立

実施場所

株式会社衣川シャーリング

京都市

木下酒造有限会社

久世郡

久御山町

宇治市

有限会社協和熔工

久世郡

向日市

ＮＫＥ株式会社

大竹木材工業株式会社

株式会社オプト・システム

株式会社オルサム

科研テクノス株式会社

河合紙器工業株式会社

株式会社川口金属

川惣電機工業株式会社

高精度な産業用ロボット部品大径化への対応
京くみひもを利用した高効率空気圧人工筋肉駆動アシ
ストロボットの開発

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

半導体外観検査装置の高速化の為の開発

【オルサム最先端技術屋集団化】計画
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

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

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

川村エンジニアリング株式

ワイヤー放電加工機による被加工物内部への複雑形状

株式会社幹細胞＆デバイ

ヒト iPS 細胞由来 高性能心筋細胞デバイスの生産プロ

会社

ス研究所

北澤機械工業株式会社
株式会社きっちんカンパ
ニー

加工と生産効率改善

セス改善と生産性向上

HV 及び EV 自動車用バッテリーの海外生産現地販売
に向けての対応

ブラストチラー技術の利活用による生産性向上事業

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

長期熟成酒市場創造に向けた製造工程の改善と既存商
品の高品質化

コーヒー飲料業界初の窒素ガス混合脱酸素システムの
開発・導入

めっき工程の生産プロセス革新による省エネ・省資源
化の実現とトレーサビリティの精度及び効率向上
ファイバーセンサ用受光 IC の開発
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

最新型横型マシニングセンター導入による高精度加工

京都市

株式会社ＣＯＧＮＡＮＯ

株式会社最上インクス

阪村精圧株式会社

株式会社サンデーキット

久御山町

増産対応

ケイナック株式会社

国進印刷株式会社

久御山町

鉄道車両の軽量化に貢献するアルミ部品の高精度化と

革新的成形方法による樹脂ペレット原料での切削試作

株式会社ＫＥＤ

与謝野町

ティ向上計画

有限会社グッドウッド

（ケイナック）

与謝郡

久世郡

有限会社エスユー

株式会社草川精機

ＫＹＯＴＯ

山科区

樹脂の切削における３次元加工の精度向上と生産性の

計画

P34

京都市

久世郡

海外工場向け製品の RoHS 対応に伴う生産速度向上

有限会社クエストセブン

宇治市

商品検査専門事業の新規展開による既存顧客への対応

株式会社エスファクトリー

株式会社キョークロ

久御山町

京都市

テーマ

京都市

株式会社シオガイ精機

京都市

株式会社シオノ鋳工

長岡京市

事業の確立

法による新製品開発事業

世界に誇る国産自動車の開発を支援する測定計測技術
の高度化

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

アルパカ遺伝子を原料とするタグ抗体シリーズの開発
と世界展開

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

熱間鍛造による自動車向けの複雑形状・異形部品の製
造開発

切削加工技術の高度化で挑む木製セルフレジカバー生
産体制の確立

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

実施場所

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

宮津市

ＨＩＬＬＴＯＰ株式会社

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

京都市

株式会社ファーマフーズ

綾部市

株式会社吹野金型製作所

株式会社大平電機

京丹後市

株式会社竹村製作所
株式会社たつみ印刷

（たつみ印刷）

株式会社ティ・プラス

IoT ワンストップ印刷サービスの開発と新規事業参入

（為国印刷株式会社）

久御山町
京都市

有限会社丹後プラスティック

城陽市

中央技建工業株式会社

久世郡

株式会社朝陽

久御山町
亀岡市

寺田薬泉工業株式会社

京都市

株式会社電装工業

京都市

株式会社東和技研

京都市

長崎工業株式会社

八幡市

中嶋金属株式会社

京都市

ながすな繭株式会社

久世郡

株式会社ナカデシール印刷

久御山町

有限会社ナカムラ

西岡テント

京都市

進晃堂印刷株式会社

封筒印刷に特化した営業利益率倍化プロジェクト

京都市

西村陶業株式会社

京田辺市

有限会社新進堂印刷所

宇治市

株式会社日昌製作所

舞鶴市

株式会社ＳｈｉｎＳｅｉ

城陽市

日本紙工株式会社

福知山市

新生製本株式会社

京都市

日本船舶表示株式会社

亀岡市

日本タブレット株式会社

株式会社真和精機

京都市

京丹後市

（有限会社真和精機）

P36

菅原精機株式会社

八幡市

株式会社スワン

京都市

株式会社精研

京都市

株式会社成和

京都市

創栄図書印刷株式会社

京都市

有限会社ソウダ製作所

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
超硬合金のミーリング加工による業界初のミガキレス
精密金型の実現

高機能設備（ビッグマスター）導入によるタイヤメンテ
半導体市場の成長に対応するための製造ライン部品の
増産と精度向上計画

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

製造プロセスの改善による収益増加を実現する「マ
ナー漫画」提供事業の展開

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

難切削材新形状ボルトの高い同軸度確保と高耐久性バ

鉄筋 L 型擁壁段積み施工事業の推進

京都市

施

地域顧客ニーズに対応した小ロット生産体制の確立

田中鉄筋工業株式会社

3D ソリューション事業の未来を担う会社への活路

高価格帯手帳の糸綴じ製本に特化したニッチ戦略の実

プロジェクト

山科区

株式会社シュルード設計

開発

大型半導体・液晶架台フレームの生産プロセスの改善

田中精工株式会社

与謝野町

ラマン分光技術活用による医療機器の分析装置部品の

験設備の導入

長岡京市

短納期の鋳造を実現

び設備投資

高圧（3KV，6KV）用 1500KW までの大型モータ用試

有限会社田中ステンレス

鋳造シミュレーションを導入し、高品質、低コスト、 与謝郡

個人出版事業の生産性向上を目的とした IT の利活用及

期の飛躍的な短縮

京都市

久世郡

山科区

P38

事業者名

久世郡

福知山市

京都市

実施場所

建築物耐震化に対応する大型建築金物の製造と施工工

双美金属株式会社

株式会社Ｋｙｏｔｏ Ｎａｔｕｒａ
ｌ リップクリームの製造工程改善に伴う生産キャパシ

Ｆａｃ
ｔｏｒ
ｙ

株式会社エージェンシー

改善

京都飲料株式会社

久御山町

京都市

株式会社エスジー

P32

久世郡

生産効率向上に向けた複合加工支援システムの導入

力強化と営業圏の拡大

事業者名

京都市

株式会社宇山金型製作所

アシスト
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テーマ

テーマ

日本フットケアサービス
株式会社

舞鶴市

パン工房 農〜みのり〜

京都市

ヒエン電工株式会社

宇治市

株式会社光技術サービス

京都市

有限会社ビックバン

イトの研究

複合加工機導入による、高精度品質、低コスト化と生
産性向上

計画

「部品加工から部品組立」一連作業工程による錠剤検査
装置製造分野の事業確立

リチウムイオン電池用の生産設備の大型化とクリーン
カット技術の向上

職人とロボットを IoT で融合！多品種少量生産での高
利益化に挑戦！

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

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

自立型表示装置等のリチウムイオン電池充放電制御シ
ステムの試作開発

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

自動車排ガス・燃費規制変更における新規メッキ技術
の開発と実用化

医療用途の絹不織布製造の工業化に向けた開発
インキ自動調合システム導入による特殊インキラベル
事業の展開

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

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

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

大幅な納期の短縮と製造原価の低減を目的とする新工
程の開発計画

特殊表面加工パッケージ、罫線に品質保証を付けるこ
とによる差別化事業

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

画期的な打錠成型技術によるオーガニック仕様サプリ
メントの確立

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

天然酵母の価値を生かし切る販路開拓～森の京都で宿
泊型パン工房

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

次世代のキーデバイスである自由曲面レンズの量産製
造技術開発

ロボットメーカーのコストと軽量化ニーズヘの薄板溶
接技術の高度化

久御山町

ビヨーカン

テーマ
フォトブックを通して若い世代にも写真の良さを理解
してもらい写真文化を残す

試作開発案件における多品種・小ロット対応の無人検
査システム構築

未利用乱獲薄膜を用いた関節の痛みを緩和させる機能
性食品素材の開発

高性能放電加工機による微細加工と大幅な効率化への
取組

実施場所
京都市

宇治市

京都市

京都市

福井センイ有限会社

裁断システムの導入による衣服縫製品の高品質化と、

京丹後市

福島鰹株式会社

大型縦型自動包装機開発導入による製造効率の改善

南丹市

宇治市

株式会社フジタイト

CFRP 試作部品製造技術の確立

宇治市

宇治市

株式会社扶桑プレシジョン 色と糖分・水分の測定が可能な新型小型分光計の開発

京都市

綴喜郡
井手町
京都市

（福井繊維工業有限会社）

株式会社船橋商店
株式会社プレシジョン・ツール

（プレシジョンツール）

京丹後市

プロニクス株式会社

亀岡市

株式会社ベッセル福知山

京田辺市
船井郡

京丹波町

アルミ・銅・真鍮材の多面仕上げ加工による高付加価値
化の開発

ワイヤー放電加工機を用いた生産プロセス改善による
ボトルネック解消事業

自動車関連部品金型の受注領域拡大の為のマシニング
センタ導入

単純連続手作業を双腕ロボットに変更し安全性と生産
性及び品質を向上させる

舞鶴市

京都市

京都市

京都市

宇治市

福知山市

株式会社ベルテックコー

計量器業界向け製缶部品のロボットによる自動溶接機

株式会社細尾

西陣織広幅ファブリックの新生産システムの開発

京都市

顧客の求めに応じた、きめ細やかな柄を織り成す新型

与謝郡

版木作成工程における生産プロセスの改善事業

京都市

ポレーション

京都市

堀井織物工場

京都市

株式会社丸二

舞鶴市

株式会社峰山鉄工所

京都市

宮本樹脂工業株式会社

京丹後市

安心安全のための検針機の導入

株式会社麦の穂

（株式会社京都吉祥庵）

の導入と生産管理システムの構築

電子ジャカード導入

画像寸法測定器導入による生産プロセスの改善と品質
管理体制の確立

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

＂京都から全国の外食産業へ”京都ブランド・素材を活
かしたデザート開発と展開

NC 自動旋盤導入と工程見直しで競争力強化を図り海

京田辺市

与謝野町

京丹後市

京都市

京都市

京都市

株式会社明成

綾部市

矢野株式会社

京都市

藪下鉄工所

山科区

株式会社山口製作所

京丹後市

株式会社ヤマコー

京都市

株式会社やまとカーボン社

京都市

山中工業株式会社

宇治市

株式会社山本鉄工

京都市

ユーハン工業株式会社

南丹市

株式会社横井製作所

福知山市

洛陽化成株式会社

量産受注対応における製造体制の確立

京都市

レイトロン株式会社

短距離光データ伝送デバイスの製品化

京都市

宇治市

株式会社渡邉商事

サービスロボット用部品の製作ライン構築

京都市

外進出の基盤を整備する

ロボットシステム導入による生産効率向上・画像測定
具導入による信頼性向上

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

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

ダイレクト印刷技術導入による新規顧客開拓・利益体
質の改善

幼児から児童向けに特化した「楽しく薬を飲むきっか
けとなる薬袋」の提供事業

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

製品のユニット化納品の為の精密機械加工生産体制の
構築

新規熱処理設備導入による生産性および安全性向上と
新規市場開拓

樹脂部品と金属部品の接合工程自動化による生産性及
び品質の向上

亀岡市

京丹後市

京丹後市

宇治市
綴喜郡
宇治田原町
京都市

京都市

宇治市

福知山市

宇治市
久世郡

久御山町

京都市

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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R EFERENCE 〜資料編〜
事業者名

平成

29

年度補正

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
実施事業者一覧

事業者名

テーマ

株式会社アースエンジニ

天井裏配線ロボット導入による、業界初のロボット工

有限会社アオイ製作所

自動 NC タッピングマシン導入による生産性向上

アリング関西

P40

株式会社青木光悦堂

株式会社青木プラス

株式会社秋田製作所

株式会社アクトリー

浅井プラパーツ株式会社

株式会社旭プレシジョン

株式会社足立製作所

有限会社アドバンク

イーコット株式会社

株式会社飯田照明

株式会社石田愛商店

有限会社石田伊太郎商店

いちご動物病院

株式会社一陽工芸

株式会社伊藤製作所

イノテック

株式会社ウィル

事サービスの開始

高齢者施設向け「カシデリ」事業の物流整備と IoT 導入
によるオートメーション化

成長する用途先市場分野の新規開拓に向けた商品力強
化設備の導入

LED 拡散用レンズ等の精密金型製作における新鋭的な
生産体制の構築

工程自動化と成形条件 DB 化による不良ゼロを目指す
革新的生産システム構築

他社にない新設備導入と弊社独自工夫の融合による特
殊部品の量産

品質管理の技術的向上による製品保証体制の構築
加工技術の高度化を実現する、３次元測定データの
活用

業界初

オフ輪用 UV インキ開発と中堅スーパー市場

への参入事業

アルミ表面をブラスト加工することで、意匠的価値を
高め需要創出を図る

地球環境に優しい業界最高出力を実現する紫外線 LED
照射システムの開発

伝統図案をデジタル捺染で現代風に復刻し適正価格に
て販売する

AI による IoT 製造プロセスの導入と寸法公差± 0.2 ミ
リへの挑戦事業

超音波検査の充実による高度獣医療サービスの提供
NC ルーターと CAD／CAM を用いた生産改革による
強みの増強計画

独自接合技法を量産化対応させ自動車計測装置の大
幅納期短縮実現

画像寸法測定機導入による他社との差別化と医療機器
分野への新規参入

微細化する半導体チップに対応するプローブの新生産
体制の構築

株式会社エイチ・アンド・ 高精度測定による精密部品のピッチ精度の向上と新加
ティー

株式会社永楽屋
株式会社エージェンシー
アシスト

有限会社エス・エヌテック

ＮＫＥ株式会社

有限会社エノキ鉄工所

エフシステム株式会社

株式会社エムネイト

エンゼル工業株式会社

株式会社大西製作所

大本染工株式会社
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工方法の確立

SNS 時代に対応した写真を共有したくなる画期的な和
菓子の開発

新規顧客の高度な商品検査等のニーズに応える商品検
査専門事業の展開

実施場所
京都市
久世郡

久御山町

医療業界の検査工程の効率化に貢献する搬送装置の
開発

CAD データ転送可能なポータブルプラズマ切断機の
導入による業務効率向上

独自のクラウド型「買取価格算出システム」開発による
新規顧客層の開拓

マシニングセンターの多台持ちと高精度高さ測定機に
よる内製化の確立と発展

太陽光発電設備用ケーブルの生産能力の向上および新
仕様製品の生産体制の構築

航空宇宙産業での開発促進に必要な風洞実験用模型の
高精度分割製造技術の確立

アパレル業界の過剰在庫を解決する最新プリント方法
による生産体制の構築

岡島鋼機株式会社

荻野精工株式会社

京都市

株式会社奥村製本

宇治市

小笹商店

久世郡

久御山町

お茶の流々亭

宇治市

株式会社Ｏｍ’ｓ

京丹後市

カツラ産業株式会社

向日市

株式会社カナモリ

長岡京市

京都市
久世郡

久御山町

株式会社幹細胞＆デバイ
ス研究所

京都市

株式会社京都イングス

福知山市

共同印刷工業株式会社

久御山町

の差別化プロジェクト

生産体制の再構築による高付加価値テキスタイルの
提案

幻にするわけにはいかない！知られざる茶の名品「舞
鶴茶」を地元の誇りのブランドに！

アナログ歯科技工からデジタル歯科技工への革新的転
換と生産性革命

アルミ材定寸自動切断機導入による無人生産及び短納
期体制の確立

大型高付加価値複合品の受注増強のための生産体制の
構築

株式会社Ｋｅｉｇａｎ

京都市

株式会社ゲートジャパン

与謝郡

与謝野町

京とうふ加悦の里株式会社

具部品の高品質・短納期確立

立形マシニングセンタ導入による製造ラインの見直し
と生産体制の再構築

フルデジタル渦流探傷機導入による検査工程低減と品
質向上事業

創薬応用に資する革新的な神経デバイスの開発及び生
産性向上

精密板金、溶接、機械加工を組み合わせた複合加工の
社内一貫生産態勢の構築

測定能力の向上による工作機械部品の増産体制構築
ICT 技術を活用し働き方改革に繋がる現地調査手法改
革と３次元測量技術サービス

医薬品添付文書向けの品質管理体制の構築と、多品種・
小ロット生産の実施

新方式連続崩し豆腐製造設備による高付加価値嚥下調
整食用豆腐の製造

京都機械工具株式会社

協業ロボによる働き方改革の実現（ステップ２）

株式会社京都シールレー

関西発！機械化が困難であった箔・透明・糊殺しラベル

ベル

株式会社京都製錬所

株式会社京都鶴屋鶴寿庵

長岡京市

京都美術化工株式会社

舞鶴市

株式会社京都紋付

宇治市

共和工業株式会社

京丹後市

有限会社協和熔工

京都市

日下鉄工株式会社

京都市

株式会社草川精機

京都市

有限会社邦友製作所

検査作業ライン化による差別化事業

バッテリー鉛再生溶鉱炉の自動化による労働環境改善
と生産性向上

100 年技術と地元素材を活かした京菓子の伝承と新商
品の開発

新素材 薄雲紙を利用した新製品の販売計画と製造プ
ロセスの改善計画
京黒紋付染の技術を活用し衣類を黒く染め直して価値
を上げる「KURO FINE」
プロジェクト

包装作業の高度な機械化促進による工数削減・生産能
力の拡大

ボトルネック工程の自動化により、生産性の向上及び
職場環境の改善計画

最新ユニットワーカー導入による生産プロセスの改善
半導体製造装置部品等のリードタイム短縮及び高精度
化生産体制の確立

ステンレス・鉄鋼材の精密溶接における低ひずみ溶接
技術の確立による品質向上の取組み

株式会社ゲットバリュー

舞鶴市

コーヨーテクノス株式会社

京都市

有限会社コテラ企画

京都市

有限会社小林加工所

京丹後市

有限会社小林製作所

京田辺市

株式会社小山精密

株式会社坂製作所

京丹後市

株式会社木村製作所

久御山町

半自動化機構導入による高付加価値コンテンツ製本で

京丹後市

次世代材料の加工技術の確立による成長分野への参入

京都市

久世郡

高効率・高精度加工事業

株式会社Ｋ．Ｎ通商

株式会社川口金属

有限会社木崎製作所

京都市

アルカリ水と高剛性・高精度ターニングセンタによる

株式会社クロッシェ

京田辺市

京都市

舞鶴市

京田辺市

術確立及び安定供給体制構築

ソフトを活用した ODP 印刷工程自動化による生産性
の劇的向上および手帳型バリアブル経営計画書の新規
開発

株式会社関西金属工業所

精華町

精密平面研削盤導入による長尺部品の高精度研削技

実施場所

河北印刷株式会社

京都市

相楽郡

テーマ

マシニングセンタ導入による自動車部品加工用特殊工

有限会社川浪鉄工所

京都市

倉木石材工業

株式会社ガルーダ精工

（細川鉄工所）

京都市

革新的新加工方法開発による超硬合金金型の長寿命・ 久世郡
低コスト・短納期化事業

事業者名

熊野酒造有限会社

株式会社阪村エンジニア
リング

京丹後市

株式会社佐々木工作所

福知山市

株式会社澤井醬油本店

京都市

株式会社サンエイ

亀岡市

長岡京市

舞鶴市

京都市
与謝郡

与謝野町
久世郡

久御山町

サンコーエンジニアリング

プラスチック株式会社
株式会社三昌製作所

サンプラスチックス株式
会社

三和化成株式会社

三和建設工業株式会社

株式会社シーエープラント

京都市

株式会社シオノ鋳工

亀岡市

塩見測量設計株式会社

京都市

株式会社ジオ・ワークス

京都市

株式会社渋谷製作所

京都市

株式会社シマプリ

綴喜郡宇

テーマ
生酒と長期熟成酒の品質向上と安定供給に向けた氷温
貯蔵タンク導入事業

レーザー彫刻システム導入による新たなデザイン墓の
提案と短納期化の実現

在庫管理システムを備えた自動テープ巻機導入による
生産性の向上及びコスト削減

経皮吸収技術「ATD2S®」による化粧品原料の開発と
生産体制の構築

ラピッドプロトタイピング用のモーター制御基板とア
プリケーションの開発

海外大手企業の調達ニーズと日本の中小製造業者の技
術を繋ぐマッチング事業の推進体制構築計画

多品種小ロット生産とデザインを売りとした切り絵商
材の多様化

部材加工の内製化による、外注費削減と労働生産性向
上に向けた取り組み

加工工程におけるボトルネック解消と新しい印刷サー
ビス開発事業

最新機器の導入による健康サポーター縫製工程の生産
性・品質向上と競争力強化

特殊形状の薄板板金の加工精度ならびに生産性向上
検査工程の内製化による高精度部品の新生産体制の
構築

独自の管理システムと多数個連続加工技術による新た
な中量生産工程の開発

自動車部品製造に革新をもたらす高精度超硬パンチピ
ンの同軸度向上

鉄道車両部品（断路器）の生産工程革新による生産体制
の強化計画

復活京都産大豆を使用した醤油製造～生産性向上の為
の大豆蒸煮缶設備計画～

事業領域の選択と集中による生産性の 25％向上、製
造能力の 50％アップへの取組み

診断機器開発を通じてヘルスケア事業拡大を後押しす
る精密樹脂加工事業

IoT に係る半導体市場の需要増加に伴う放熱板の生産
体制の革新

インモールドラベリング成形の技術革新によるプラス
チック容器の生産性向上

ウィッグ装着用シリコン粘接着剤の量産化検証及び製
品化事業

測量業務の内製化による治山ダム工事の品質と生産性
の向上

非常時でも対応可能な低コストの熱併給発電システム
の提供

光学３Ｄスキャナ導入による品質保証体制の革新と高
付加価値製品受注獲得

京都初！国土交通省推進「i － Construction」に寄与す
るドローン３次元測量技術高度化への挑戦

地盤調査及び測量技術向上による高精度・短納期生産
体制の構築

インフラプラント向け配管部品等の生産能力向上と高
精度化の実現

小ロット中学生向け手帳の軽量化かつオリジナル対応
による競争力強化

実施場所

事業者名

京丹後市

杉乃實株式会社

舞鶴市

洲崎鋳工株式会社

京都市

株式会社設計京北

京都市

株式会社７＆Ｍ

相楽郡
精華町
京都市
与謝郡

与謝野町

株式会社ゼロ・サム
株式会社創研社

（有限会社創研社）
株式会社大日本科研

京都市

太陽精工株式会社

南丹市

大和技研工業株式会社

綾部市

有限会社田中ステンレス

長岡京市

有限会社田中製作所

亀岡市

株式会社タムラ

京都市

有限会社丹後プラスティック

京都市

チカモチ純薬株式会社

京都市

株式会社ＴＩＦ

京都市

株式会社ティーアンドピー

城陽市

株 式 会 社ＤＥＳＩＧＮ京 都

京都市

株式会社鐵工社ブル

京都市

テプラ工業株式会社

相楽郡
精華町

常盤印刷紙工株式会社

京都市

株式会社徳田

福知山市

トスレック株式会社

京都市

富繁放電加工株式会社

与謝郡

与謝野町
福知山市

福知山市

株式会社ナイスコート

長崎工業株式会社
株式会社中地コンサルタ
ント

京丹後市

株式会社中野

京都市

有限会社ナガノ精巧

株式会社シュルード設計

小さいものを精度よく測定設計できる体制の構築

京都市

有限会社ナカムラ

長岡京市

松和テック

超硬材の加工再開による企業価値向上と技術者の育成

京丹後市

有限会社中村印刷所

京丹後市

新興化成工業株式会社

高精度測定器導入による高精度品質保証、製造原価低

綴喜郡

京都市

株式会社信天堂

治田原町

久世郡

久御山町

株式会社真和精機

減の実現

専用設備の導入によるニッチ分野での超多品種小ロッ
ト体制の確立

3DCAD／CAM 導入によるプログラム作成時間の短
縮と３次元形状加工への対応

井手町

なかむら歯科医院

京都市

株式会社ナスカ

亀岡市

株式会社ナベル

テーマ
縫製自動化技術の導入による内製化を核とした新しい
生産プロセスの確立

高精度鋳型による高精度鋳物の生産
GPS 測量技術を活かし、森林の地形と境界の明確化を
提供する

５か国語対応と料理提供時間の大幅短縮を両立させる
仕組みの導入

街路灯インフラへの円柱型デジタルサイネージ導入に
よる PPP モデル

塗装膜厚により生じる寸法誤差を補う、高精度板金加
工方法の開発

パワー半導体分野への参入のため新規高性能三次元測
定機の導入

特殊合金の大型特殊形状ボルトを圧造加工で実現
電子機器製造装置部品の試作製造における工程改善お
よび生産体制の構築

大型扉等に用いる丁番部品の品質精度向上と量産化体
制の構築

高性能平面研削盤導入による、労働生産性の向上と新
分野参入への新技術の構築

ワイヤーカット放電加工機導入による難削材及び複雑
形状品の精密加工技術の向上

三次元測定機導入による生産プロセスの改善と AI／
IoT 普及を見据えた半導体分野の受注拡大

弊社自慢の高品質・高純度製品の増産を可能にする効
率的燃焼方法の確立

高精度切削加工技術を活かした大型回転装置の特殊部
品の開発

小さな飲食店向け「商売繁盛」支援パッケージの本格展
開！

サンスクリーン（UV ケア）化粧料の無機沈降防止剤の
開発

NC 加工機導入による、生産力向上、短納期化、技術
継承の解決

安定的な最新半導体の製造を可能にするための高精度
ピン部品の製造開発

「見・触・感」思わず手に取る紙印刷製品で京都の観光客
へ感動を与える製品提供

ネットワーク対応ベンダー機の導入による搬送装置用
部品の量産体制構築

カーエアコン向け基板防湿コート加工の生産性向上に
よる競争力強化

純タングステン材の放電加工による高速加工と安定品
質の技術確立

精密部品に特化した回転スプレー塗装ロボットの導入
ファイバー２次元レーザー加工機導入による製造製品
の多品種化と新しい事業分野の開拓

３次元測量による作業効率化と新市場へと参入する技
術革新計画

実施場所
京都市

京都市

京都市

京都市

京都市

宇治市

向日市

京都市

京都市

宇治市

京都市

京丹後市

京丹後市
船井郡

京丹波町
八幡市

京都市
相楽郡
精華町
京都市

京都市

京都市
久世郡

久御山町
京都市

京都市

京都市

舞鶴市

京丹後市

横ピロー包装機導入により「労働生産性」及び「安全性」 久世郡
の向上を目指す

高耐久性を実現する打錠金型「巧 takumi」の開発と販
路開拓

特殊技術の強化によるウェアラブル市場拡大に対応し
得る生産体制の構築

「すぐに折れる」紙加工機導入によるセット作業の自動
化と「すぐに折れない」営業力の強化

術後の腫れや痛みのデメリットを克服した、日本初の
低侵襲インプラント手術の実現

エコカー普及に資する車載用リチウムイオン電池部品
等の生産体制構築

５軸加工機導入による部品加工の精密化と製品稼動精
度の向上

久御山町
宇治市

綾部市

京都市

宇治市

京都市

京都市

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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R EFERENCE 〜資料編〜
事業者名
株式会社ナンゴー

株式会社西川製作所

西田製凾株式会社

西田精密工業株式会社

株式会社日興製作所

株式会社日光電機製作所

有限会社日双工業

熱研工業株式会社

高効率生産体制の確立と売上拡大計画

断裁機の導入によるバリ・ノロ除去作業を無くした生
産プロセスへの変革

IoT 時代の本格到来に向け事業化をすすめる微細薄肉
樹脂部品高精度高効率加工技術の開発

大型部品の受注促進及びアッセンブリー対応による新
たな付加価値の創出

自動工具研削盤用コレットのワイヤ放電加工による超
高精度化の実現

試作から小ロット生産の一括受注による生産力増強の
為の設備導入

組立・溶接工程のロボット化による、高品質な大型鉄
骨の製作・提供

自動運転のキーデバイスである車載カメラ用レンズ金
型の量産製造技術開発

の導入

ＨＩＬＬＴＯＰ株式会社

有限会社広瀬シャーリング

有限会社廣瀬商店

株式会社ファーマフーズ

フクムラ仮設株式会社

藤岡酒造株式会社

有限会社藤澤永正堂

株式会社フジタ

ICT 技術活用による生産プロセスの革新
高効率プレスブレーキの導入による曲げ工程の生産性
向上と販路拡大

新型設備導入による魚肉練り製品として革新的な生魚
と冷凍すり身を同時使用した新商品開発

認知機能改善を目的とした GABA 配合機能性食品の
開発

業界初。建設足場材 全数品質検査ラインの生産性向
上モデルの開発

日本酒の放冷工程革新による競争力強化と高級酒市場
に向けた販路拡大

独自開発力発揮による競争力強化を目的としたおかき
製造工程の機械化

新型ビス締め機導入による工程短縮の強化と受注拡大

株式会社伏見上野旭昇堂

株式会社藤原製作所

二九精密機械工業株式会社

へり取り加工プロセスの自動化による竹うちわ加工の
短納期化及び生産力増強

「強み」を生かした一貫受注加工体制の構築による競争
力の強化

生検針の製作工程における針先加工プロセスの自動化

ロワゾー・ 急速冷凍技術でグルテンフリーパンの品質劣化を防

プレパイ工業株式会社

プレマ株式会社

株式会社プロト

プロニクス株式会社

株式会社ベッセル福知山

株式会社ベルテックス

有限会社本藍染雅織工房

株式会社マイギ

株式会社孫右ヱ門

株式会社増田德兵衞商店
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ロボットベンダー用ヘッドフレーム部品の高精度化・

鋳物フレームと大型部品加工の強みを活かす横型設備

有限会社ひらき

P42

作開発部品の高精度化、短納期化技術の確立

立ち上げ

株式会社光技術サービス

ブルー

立形マシニングセンタ導入によるロボット分野向け試

歯科の即日治療サービスと歯科技工物製作サービスの

馬場歯科医院

ブランジュリ

テーマ

ぎ、販路拡大する事業

業界初となるグリース阻集器専用生産ラインの構築
京都発！ギルドフリー・スウィーツ「ビーントゥバー・
ローチョコ」製造

最新 3D プリンターの積層造型工法を活用した鋳造試
作品の高精度、高速鋳造システムの確立

双腕ロボット活用によるインサート成形の完全無人自
動化事業

高品質な刃付け技術と確実な納期対応を両立する生産
プロセスの改善

透析用２部品の樹脂一体成形による革新的プロセスの
改善

樹脂加工兼ベーキング装置の導入による一貫生産及び
他分野への事業展開

電気計装分野における 3D レーザースキャナー導入に
よる業務効率の向上

シングルエステート抹茶の革新的な生産加工手法の確
立と商品価値の向上

加熱殺菌工程の改善による低アルコール日本酒の高度
化と量産体制の確立

実施場所

事業者名

宇治市

増錬工業株式会社
株式会社マチイコンサル

京都市

タント

久世郡

株式会社マツウラ

久御山町
久世郡

株式会社マツダ

久御山町
京都市

有限会社マルキ精機

八幡市

株式会社丸玄

宇治市

有限会社丸重屋

京田辺市

丸惣測量株式会社

舞鶴市

丸由産業株式会社

京都市

マンヨーツール株式会社

京丹後市

三浦シール印刷株式会社

宇治市

株式会社三嶋製作所

向日市

株式会社ミネヤマ精機

宮津市

有限会社みのべ

京都市

む津美製菓株式会社

綾部市

明光精器株式会社

京都市

株式会社明成

京都市

明文舎印刷株式会社

京都市

株式会社もり

京都市

モンドフィル株式会社

京丹後市

株式会社矢野製作所

京都市

株式会社山口精機製作所

京都市

株式会社やまとカーボン社

京田辺市

京都市
久世郡

久御山町

P44

株式会社山中精工所

株式会社山中製作所

株式会社山本鉄工

宇治市

株式会社吉田生物研究所

福知山市

株式会社よしむら

綾部市

株式会社ライテック

京都市

株式会社リハビテック

舞鶴市

株式会社渡邉商事

城陽市

わやくや千坂漢方薬局

京都市

テーマ
生産管理システム導入による売上増加と生産性向上お
よび高収益化実現事業

３次元測量設計データの提供による測量・設計・施工の
効率化計画

革新的な２つの新たな成長戦略とさらなる効率化を実
現する事業計画

革新的基礎工法の特殊鉄骨における安定供給体制の
構築

高精度研削盤による高精度金型の短納期化のための生
産体制の改善

染料試験機導入による効率化と多様な素材対応を全国
進出への糸口にする

鋼製支柱等の革新的検査サービスの展開
3D スキャナによる測量の革新を図り納期短縮および
コスト削減の実現計画

新素材による内装材の加工を内製化することにより、
生産性の向上を図る

新規特注要望と既存増産要望に対応した部品加工設備
導入による事業拡大

最新型ラベル印刷機導入によるパッケージ向け新商品
の展開と生産基盤強化

難削材の大型部品加工の内製化と短納期生産体制の
構築

フランジ部品の自動量産加工機導入による生産性向上
と働き方改革

立形マシニングセンタによる少人数での生産性向上。
技術力維持向上

む津美製菓ブランドの構築と設備導入に伴う付加価
値、生産性向上計画

航空機部品の新規受注及び生産性向上の為の設備投資
事業

複合機導入により加工工程の全自動化を図る一貫生産
力強化事業

学術図書印刷のファクトリーオートメーション化によ
る『即論（ソクロン）』事業の開設

真空脱気シーラーの導入による製造工程の見直しと生
産性の向上

無縫製編み機とデザインシステムの導入による、企画
提案型ニット製造メーカーへの変貌

最新画像測定器導入による、次世代部品供給体制の
確立

大型バランシングマシンの部品加工の短納期・低コス
ト化推進事業

業界初！ビジネスフォーム印刷物の品質保証を行い、
自社の強みを最大限発揮する差別化事業

高速外観印字検査装置向け大型ベースプレート等の高
精度加工技術確立計画

微細形鋼加工強化による産業用生産機械フレーム受注
強化計画

溶接から切削加工の一貫加工プロセス強化のための横
型 NC フライスの導入

医学トレーニングモデル製造工程の機械化を図り高効
率化及び製造現場の安全性を確立

そば麹を加えたオリジナル豆乳の開発と差別化商品に
よるブランド強化

高付加価値な大電力高耐圧用高周波 PIN ダイオード製
品の開発

最先端縫製・裁断技術による装具の画期的な開発・製造
体制の構築

自動認識化による小型アルミ材加工のスマート化への
取組

自動機械の導入による漢方薬局の新サービス展開

実施場所

平成

30

京丹後市

綾部市

年度補正

宇治市
久世郡久
御山町

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
実施事業者一覧

事業者名
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株式会社アート・ラボ

八幡市

有限会社あい・あい

京都市

有限会社アオイ製作所

京都市

株式会社青木プラス

京都市

浅井プラパーツ株式会社

木津川市

有限会社浅田電子

木津川市

株式会社朝日製作所

京都市

旭テクノ化成株式会社

城陽市

あずきの里株式会社

京丹後市

株式会社ａｃｅＲＮＡ

アテック京都株式会社

京都市

有限会社アドバンク

亀岡市

アメイロ ビストロ アルル

亀岡市

アルタカ株式会社

京都市

株式会社アルペック

京都市

イーコット株式会社

京都市

イーセップ株式会社

宇治市

株式会社磯野開化堂

亀岡市

いちご動物病院

京都市

伊東板金工業株式会社

京都市

株式会社井上空調システム

宇治田原町

岩本繊維株式会社

宇治市

株式会社Ｗｉｔｈｉｔ

京都市

株式会社上尾製菓

京都市

有限会社上田製作所

京都市

上田鍍金株式会社

京都市

牛田機工商会

京都市

エイミック株式会社

京都市

ファブレスから SPA へ！変革を進めるための設備投資
と体制構築

染色工程の機械化・内製化による本藍染伝統技術の伝
承と販路拡大の実現

新型スポット溶接機導入による生産性の向上と新材料
分野の加工実現

試作成形の短納期化ニーズに対応した生産・品質管理
体制の構築

高性能画像測定器による製品保証と利益確保でブラン
ド競争力向上

電子部品の試作品製造工程の作業効率改善による生
産性向上

鋳造加工による試作品の薄肉化かつ低コストの両立へ
向けた高精度木型の製作

高機能型高周波ウェルダー導入による樹脂シート溶着
技術の先進化と工業製品への事業展開

自動包餡機導入による京菓子ブランド強化に繋がる商
品開発と量産化体制の構築

創薬分野における生産性向上を目的とした RNA ス

Ｔ ｅｃｈｎ ｏｌｏ ｇｉｅｓ イッチ技術によるターゲット miRNA の探索

長岡京市

綴喜郡

テーマ

株式会社エージェンシー
アシスト

有限会社エス・エヌテック

高性能 NC ルーター導入により技術の更なる向上と多
能工化を目指す

無処理プレート製版機導入による国内初の「オフ輪
LED － UV」印刷ライン構築事業

観光産業に特化した地域性の高い土産菓子の大量生産
設備導入事業

最新鋭紗張機と測定機の導入によるスクリーンマスク
の高精度化と顧客満足度の向上

特定作業者に依存するワイヤカット技術の社内汎用化
による競争力強化計画

大型断面アルミ型材を長さも角度も自在切断し品質と
生産性の向上を図る

シリカ系ナノセラミック膜原材料ナノ粒子品質検査
装置の導入と活用

お茶の卸小売店が取組む高付加価値の独自製品の製造
販売による販路拡大事業

レントゲン検査における検査精度と業務効率、および
飼い主様満足度の向上

全自動金型交換／角度センサ装置活用した複雑曲げ加
工の軽作業化

新規設備導入により空調ダクト等の高効率製造ライン
を構築する。

自動裁断機によるオーダーメイドウェアの多品種少量
生産の強化

治療用オーダーメイドインソール製作用の CAD／
CAM システムの導入

京和菓子の一貫生産能力を活かした小ロット OEM 受
注体制の構築

CCD イメージセンサ検査計数機の導入による製造品
質及び生産性向上計画

レーザー機器等の導入による新たなる表面処理製品の
提供・検証体制の構築

新型設備導入による高品質化、生産性向上の実現計画
電子部品測定器の不良率低減へ向けた動的環境での検
査体制構築

実施場所
京都市

ＮＫＥ株式会社

京都市

江原産業株式会社

久世郡

株式会社エム・コーポレー

宇治市

株式会社大入

京丹後市

ＡｕｔｏＢｏｄｙＡｚｕ ｍｉ

久御山町

亀岡市
久世郡

久御山町
京都市

亀岡市

京都市
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大本染工株式会社

サイクル

株式会社加悦ファーマーズ

ライス

株式会社北村鉄工所

宮津市

株式会社木村製作所

舞鶴市

有限会社キャドック

京都市

株式会社共栄技術

舞鶴市

株式会社共栄製作所

京都市

京都三条大橋歯科診療所

京都市

京都自転車販売株式会社

京都樹脂精工株式会社

京都市

京美染色株式会社

京都市

株式会社キョークロ

利益率向上の為のハイブリッド加工による高付加価値

久世郡

久御山町

久御山町

「紙」に関する高い専門技術を生かし海外展開を行う
為、最新機械で生産性向上！

最新溶接機等導入による生産性向上体制の確立と自社
規模の拡大化

蒸し工程の内製化による染色加工品のさらなる生産量
への対応と、コスト削減の実現

式の確立で生産性アップ

製コレット部品の開発

株式会社カスノモーター 『カーボン 3D プリンター』導入による生産力の向上

北澤機械工業株式会社

京都市

京都市

京都市

京丹後市

京都市

極小半導体をピックアップするための特殊エストラマ

レーション

京都市

与謝野町

IoT を用いた地盤改良工事の自動化計画

与謝野町

有限会社オルテコーポ

関西畳工業株式会社

与謝郡

与謝郡

せた織物革命

相楽郡

京都市

宇治田原町

丹後ちりめん 300 年の技術と海外最新織機を掛け合わ

パン画像検査・包装システム（人が触れない）の生産方

ベーカリー

河長樹脂工業株式会社

綴喜郡

京都市

株式会社オリエンタル

京都市

精華町

アの開発

宇治市

株式会社金山精機製作所

相楽郡

装置設計の効率化に貢献する高性能フラットコンベ

実施場所

高精度なセンサに使用される精密切削部品の製造

京都市

舞鶴市

テーマ

小面原製作所

株式会社桂精密

久世郡

ダイスへの挑戦

ション

宇治市

成分偽装等検査の新規事業化による営業力強化とアジ
ア圏新規事業推進への活用

事業者名

株式会社熊本工業所

株式会社クリーン精光

株式会社黒坂塗装工業所

有限会社桑原鉄工所

と、パッケージ改善による販売強化

高精度高速微細加工機導入による紛体成型金型の生産
性向上と取引先数増加計画

大型 3D プリンタの導入による高音質バックロード
ホーン型スピーカーシステムの開発

連続巻き寿司機導入による生産性向上から市場ニーズ
型新商品展開へ

ロボティクス技術を活用した高精度アナログ工程の接
合による高品質／高生産性の両立実現

曲針式表張付自動両框縫機等の導入による衝撃緩和畳
の製造ライン構築

電気自動車用リチウムイオン電池増産に伴う品質管理
テスト用資材製造への対応

生産体制再構築によるコア事業の再活性化と収益改善
プロジェクト

先進運転支援システム等の需要に対応した超精密非球
面加工技術及び生産性向上計画

無麻酔検査が可能となる 80 列 CT 設備導入による生産
性向上プロジェクト

ICT 技術・GPS 測量への対応と３次元測量データ活用
による新規顧客開拓

ステンレス薄板溶接における熟練技能の承継と品質向
上の取組み

CAD／CAM 技術と歯の自家移植治療を併用した咬合
の即日再建方法の確立

マンション共有スペース効率化を目指したサイクル
シェアサービス事業開始

NC 旋盤導入で生産体制確立し短納期・低コストによる
競争力強化
テキスタイルの忠実な色再現を実現する最新設備導入
と染色技術活用

電気めっきの加熱処理工程を活用したコーティング技
術の開発

特殊ガラス製造装置用等碍子の自動化による生産性向
上計画

チャッキング回数の低減と加工方式変更による製造装
置部品の生産性向上

粉体塗装工程の全自動化による生産能力の拡大と高品
質化計画

大型鋸盤の導入による内製化および鉄骨加工への挑戦

精華町
京都市

京都市

京都市

京都市
与謝郡

与謝野町
向日市

城陽市

京都市

京都市

京都市

舞鶴市

綾部市

京田辺市

京都市

京都市
久世郡

久御山町
京都市

京都市

京都市

京都市
綴喜郡
宇治田原町
亀岡市

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 成果事例集
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R EFERENCE 〜資料編〜
事業者名
株式会社Ｋ．Ｎ通商

株式会社ＫＥＤ

合同会社コーヨーテック

株式会社こだま印刷所

コバオリ株式会社

株式会社小林工務店

小松機工株式会社

株式会社坂製作所

株式会社阪田製作所
株式会社阪村エンジニア
リング

株式会社三源庵
サンプラスチックス株式
会社

株式会社シオノ鋳工

鹿田喜造漆店

株式会社シネマ工房

株式会社シュルード設計

株式会社昭栄機工

株式会社松栄堂

ＪＯＨＮＡＮ株式会社

城陽メタル株式会社

株式会社水夢

洲崎鋳工株式会社

株式会社精研

株式会社セイワ工業

株式会社積進

株式会社大興電気

株式会社大伸建設

大東工業株式会社

大東寝具工業株式会社

太陽精工株式会社
株式会社滝下測量設計事
務所

竹野酒造有限会社

有限会社田中ステンレス
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テーマ
次世代経皮吸収技術「ATD2S®」を用いた化粧品・医薬
部外品の生産体制の確立

自動車試作開発工程における全部品測定能力の獲得と
生産性の向上

自社技術を活かした小径ねじ製造工程の完全自動化
WEB と高付加価値印刷物の一括案件の拡充による
ニッチ分野での競争力強化事業

タイヤ業界向け RFID 技術を活用した「物流管理ラベ
ル」事業

超仕上カンナ盤導入による生産効率の改善と商品価値
の向上

NC フライス盤の導入によるガスタービン用部品等の
高精度化、大型化及び生産能力増強計画

機上測定機とノウハウ蓄積による多種長尺高精度アル
ミ板の高効率生産体制構築

レーザーマーカー導入による加工部品の付加価値と経
営強化事業

高次元での耐久性均一化を実現する研磨工程のロボッ
トシステム化

最新包装機導入による京都カステラ専門店の多品種少
量生産体制の強化

実施場所

事業者名

京都市

株式会社谷テック

有限会社丹後プラスティック

南丹市
与謝郡

株式会社朝陽

与謝野町
京都市

有限会社Ｚａｈｎ

京都市

塚田紙業株式会社

京都市

株式会社筒井

八幡市

株式会社テクノーブル

京都市

テクノサーキット株式会社

京都市

テック・ワーク株式会社

京都市

京都市

P50

寺田薬泉工業株式会社
株式会社トダコーポレー
ション

無人搬送ロボットを活用した工場内物流システム改革

相楽郡

高性能焼鈍炉と鋳造 CAE 等先端設備の連携による熱

与謝郡

漆精製時における暗黙知の形式知化と漆精製自動化

京都市

株式会社ナスカ

八幡市

株式会社名高精工所

京都市

株式会社ナンゴー

京都市

株式会社西田

長岡京市

西田製凾株式会社

京都市

株式会社西谷通信工業

と人手不足解消

処理生産革新の実現

最新高周波ウェルダ―の導入によるスクリーン新製品
開発と高品質化事業

中小規模建築向け 3D 計測効率化のための大規模点群
処理ソフトの導入

サニタリー仕様バルブ部品の高精度技術確立による短
納期体制の構築

線香箱詰めロボット・検品システム導入による生産性
向上の取組み

AI 画像認識技術導入による人とロボットが協働できる
生産システムの開発

切断機導入による鋳造製品の仕上工程の高品質化と生
産性の向上

運動効果の見える化による顧客満足向上とデータ活用
による新規顧客開拓

顧客のニーズに応じた材質の鋳物を生産・供給するシ
ステムの構築

極小半導体の製造を実現する高精度な洗浄装置部品の
製造開発

粉体機器事業における、設計前工程のシュミレーショ
ン化システム構築

NC 旋盤の導入による熟練技術者の汎用旋盤作業プロ
セスの自動化

最新ドローンの高精度撮影を活用した革新的な鉄道架
線点検の実現

新土木施工管理ソフト導入による真の総合建設業への
挑戦

自動車部品等の生産装置プレートの生産体制確立及び
短納期供給の実現

テキスタイルブランドのデザイン価値向上による新市
場の開拓と生産性の向上

最新圧造設備の導入による金型長寿命化と医療用電磁
軟鉄ピン試作

３次元測量システム導入による顧客満足度向上と新規
顧客獲得の体制構築

新規洗米機の導入による環境負荷のかからない個性あ
る清酒製造

電車・バスに用いる特殊丁番部品製造と少量多品種製
造体制の構築

精華町

与謝野町

綴喜郡
宇治田原町

とみや織物株式会社

株式会社中野

株式会社にしむら

綾部市

株式会社日光電機製作所

京都市

日本紙業有限会社

京都市

株式会社日本超特急部品

久世郡

久御山町

Ｂｉｏｗｏｒｋｓ株 式 会 社

テーマ
大径ハードメタルソーのコーティング仕様の開発と
シャー刃の生産性向上への取り組み

５軸マシニングセンタ導入による高精度加工と職人技
術の数値化による技能継承

時代に合った物づくりを専用金型レスで高利益に挑
戦！！

顎欠損症例に対する機能性に優れた顎補綴装置の開発
事業

オンデマンド製函機導入による小ロット段ボール箱の
高品質・短納期化

医薬品製造装置向け精密板金加工におけるバリ取りプ
ロセスの改善による品質・製品安全性向上の取組み

バイオ技術を用いた化粧品向け微生物発酵製品の新規
開発

検査基準最適化と自動化設備導入で高品質とリードタ
イム短縮の実現

有機溶剤を使用しない環境配慮型超音波洗浄システム
ユニットの試作開発

医薬・化粧品向けナノ酸化鉄（黒酸化鉄）製造方法の確
立と量産化

京都の伝統文化を活かしながら新しい商品開発の設備
導入事業計画

西陣帯の繊細な織模様を生かしたインテリア製品の試
作開発

半自動バンドソー導入による生産性および作業安全性
の向上

今後拡大するリチウムイオン電池製造関連冶具等の生
産拡大体制の構築

新医療器具に対応する微細加工設備の導入と医療分野
への本格展開

医療機器分野向け部品、試作品の高精度化と短納期化
による生産性の向上

実施場所
綴喜郡

宇治田原町

株式会社ヒロミツ製作所

京田辺市

株式会社ファーマフーズ

京都市

福島鰹株式会社

長岡京市

株式会社フジタイト

長岡京市

有限会社藤田染苑

相楽郡
精華町

二九精密機械工業株式会社

京都市

株式会社ベッセル福知山

船井郡

京丹波町

ホーセック株式会社

京都市

株式会社細尾

久世郡

久御山町

外国人観光客向け宿泊施設等の新設に伴う畳の生産性
向上・デザイン性高度化計画

５軸加工及び複合加工の完全自動化による生産性向上
計画

脱プラスチック社会に向けての古紙ベールの品質向上
と古紙回収

自社の強みである超特急品（納期０－３日）の対応強化
による生産性向上

高ガスバリア性の生分解性プラスチック（ポリ乳酸）ボ
トルの開発

人的作業の機械化と生産管理システム導入による生産

京丹後市

有限会社芳賀製作所

京都市

株式会社ハタイタ製作所

自動バリ取り機を用いた製品エッジ部加工技術の開発

南丹市

株式会社波多野製作所

電気自動車向け新規試作品の受注による販路の拡大

宇治市

株式会社パックフォーミング

京都市

株式会社ハンナ高圧工業

京都市

株式会社馬場製作所

綾部市

株式会社光樹脂工業

京丹後市

広田工業株式会社

宇治市

広田鋼業株式会社

性向上

４軸切断加工機及び低圧ウレタン注入機による軽量・
高対候性製品の開発

大型及び特殊なフランジの受注体制強化
大型 NC 旋盤導入による加工範囲と生産能力の大幅
拡大

最新鋭ロボドリル導入による樹脂加工技術の高度化と
生産性向上

多種多様な特装車用パーツ製品の車載化全国制覇への
挑戦

卸業の業務範囲を拡充し、鋼材の切削工程の拡充及び
穴あけ工程の新設

株式会社堀田勝太郎商店

京都市

堀金箔粉株式会社

宇治市

株式会社本田味噌本店

宇治市

株式会社マイオリッジ

久世郡

効率化

株式会社豊運

京都市

鏡面加工機と UV － LED 照射器の導入による生産プロ

ドローンを活用した通信インフラの保守点検サービス

有限会社伏見紙技

京都市

久世郡

セスへの変革

ヒロタソース株式会社

京丹後市

接着工程の自動化による出隅部品の品質向上と高効率
生産体制の確立

事業者名

久御山町

久御山町
舞鶴市

京都市

株式会社マイギ

有限会社前田鉄工所

松井酒造株式会社
株式会社松井測量設計事
務所

テーマ
惣菜売場向け識別記号入り使い切りパウチソースの製
造体制の確立

新規事業展開（建機・農機部品製造）へ向けた設備導入

実施場所

事業者名

京都市

株式会社ミタテ工房

京田辺市

株式会社名工技研

京都市

有限会社森川製作所

南丹市

株式会社モリサキ樹脂

建機向け油圧機器製造体制の構築

宇治市

株式会社やまとカーボン社

設備導入計画による洋装規格への対応強化

京都市

株式会社ＵＡＨ

宇治市

株式会社ユーカワベ

京都市

株式会社横井製作所

事業

未利用鶏卵カラザ部位を用いた機能性美容素材の開発
と市場の創出

アレルゲン物質を完全排除した革新的な業務用削り節
商品の生産

特殊紙袋ニーズに対応する自動生産体制確立と生産
データベース化

高精度メディカル処置具向け加工装置の開発と生産性
の向上

高品質材料と独自の熱処理技術を活かした新たな小型
マイクロドライバーの生産

業界初、カラー展開可能な高強度モルタルの量産化プ
ロジェクト

ダクト溶接技術強化による品質及び生産性向上とシェ
ア拡大

西陣織広幅ファブリックの新製織システムの開発と生
産設備の増強

機械化による粉末茶の小分け工程における生産性の向
上と目減り量の低減

工芸から工業へハイブリッド化！生産力向上でグロー
バル成長市場へ対応

細菌検査体制の高度化による安心・安全な京都伝統の
味噌づくり

統合型 IoT システムによる iPS 心筋細胞生産性の向上
大規模点群処理に対応した専用計算機導入による業務
効率の向上

CNC 自動旋盤導入による切削工程の生産性、および
品質精度の向上

無濾過日本酒の工程革新を通じた「高品質」と「生産性」
の両立による海外市場進出計画

３次元測量とワンマン観測による作業効率化で生産性
向上へ！

福知山市
船井郡

京丹波町
京都市

P52

株式会社よしむら

株式会社ライズ・ユー
ライトタッチテクノロジー
株式会社

南丹市

洛陽化成株式会社

宇治市

株式会社リハビテック

京都市

株式会社ルシエール・ジャ
パン

綾部市

株式会社ルネスアソシエイト

京都市

株式会社Ｒｏｓｎｅｓ

舞鶴市

株式会社ワークヴォックス

亀岡市

株式会社渡辺義一製作所

京都市

株式会社渡邉商事

テーマ
建設機械等大型部品製作用の人工木型の新たな生産体
制構築

業界最短レベルの短納期を実現する異形状パンチ社内
一貫生産体制の構築

自動車エンジン向けインコネル製試作部品の高精度加
工及び短納期生産体制確立

新システムの導入により、３次元高精度加工を実現し
外注加工の内製化を図る

京都初となる伝票印刷専門！１冊から対応する Web
印刷通販特急便事業

獣医療におけるＸ線透視装置を使用した京都初の低侵
襲医療の提供

「キャラクターを連想できる」高精度形状を再現した縁
起物を提供する高度化事業

射出成型成形品の後加工自動化での加工自由度拡大と
工数削減による新規部品受注獲得

自家焙煎方式の開発による、国産そば茶スイーツの小
売事業展開とブランドの確立

高度化する金属加工技術への対応による生産性向上の
実現

非侵襲血糖値センサー用の高性能中赤外レーザーシス
テムの開発

高精度要求に伴うマシニングセンター仕様改善チャレ
ンジ事業

高機能材料を用いた新機能を持つ装具・福祉機器の開
発体制の構築

型染加工の「型」の社内製作における生産プロセス改善
事業

ICT／IoT 活用による入居者の見守りと業務効率化に
よる個別介護サービス強化

蛍光発光を用いた２板式内視鏡モジュールの開発
顧客ニーズに応えるための飛躍的な生産性向上による
車両架装事業の拡大計画

リーフディスクフィルターの高度化事業
平面度 0.01㎜以下の超高規格アルミプレートのジャ
スト・イン・タイム実現

実施場所
久世郡

久御山町
京都市

木津川市

京都市

京都市

京都市

京都市

宇治市

京都市

宇治市

木津川市
久世郡

久御山町
京都市

京都市

福知山市

京都市

京田辺市

京都市

京都市

南丹市

八幡市

亀岡市

京丹後市
相楽郡
精華町
京丹後市
久世郡

久御山町
綾部市

城陽市

京丹後市

京都市

京都市

亀岡市

京都市
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