
REFERENCE  〜資料編〜

2 3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

事業者名 テーマ 実施場所

アイ’エムセップ株式会社 革新的炭素めっき大型処理装置の試作開発 京田辺市

有限会社青木商店 レーザーによるフィルムハーフカットの新工法開発と
販路の拡大 宇治市

株式会社朝日計器製作所 電力試験設備導入による、高品質な制御装置の製作と、
コストダウンへの対応 京都市

株式会社足立製作所 小型高効率な汎用タブレット打錠成形機の開発 長岡京市

株式会社アドバン理研 超小型高純度・理化学用途窒素ガス発生装置の開発製
品化 八幡市

株式会社有田製作所 切削加工技術における高精度・微細化に対応した測定
機器の設備投資 京都市

アルトリスト株式会社 食品業界における新ロボットシステム技術のユニット
化商品開発

久世郡
久御山町

アルメックスコーセイ株式
会社

分析測定装置向け小型圧力流量合体コントローラーの
開発 京都市

株式会社 E サーモジェン
テック

熱源パイプ排熱の高効率回収が可能な熱電発電モ
ジュールとその応用 京都市

株式会社イー・スクエア 大気圧プラズマを利用した薄膜製造装置の開発及び
試作

久世郡
久御山町

株式会社飯田照明 LEDと導光板を用いた、究極の薄型・省エネ・快適照明
システムの開発 京都市

イーテック・プレシジョン
株式会社

小ロット加工の工程分割生産方式の確立による機械加
工の効率化、超短納期化と自動ラベル貼り付け装置向
け部品試作

城陽市

株式会社イー・ピー・アイ 海洋資源調査用データロガー開発 亀岡市

株式会社井尾製作所 油圧機器向けソレノイドバブルの組立作業の省力化開発 京都市

有限会社イシダ製作所 パイプ加工品の多品種・小ロット及び短納期生産体制
の実現 京都市

株式会社井上製作所 医療機関、介護機関向け過熱水蒸気式配膳カートの試
作開発

相楽郡
精華町

株式会社井元製作所 在宅透析に有用な小型医療廃棄物処理装置の開発 京都市

岩田精工株式会社 エキスパンドメタルの加工技術革新と生産システムの
技術開発 八幡市

ウインドナビ株式会社 低コストの排気処理を実現する工場用省エネ排気誘導
装置の試作開発 京都市

株式会社ウエダ 新型金型導入によるビル・住宅用窓枠製品の高精度化・
短納期化計画 京都市

株式会社ウエダ・テクニ
カルエントリー

鏡面加工を【高精度で高速に】行う「研削加工用工具」と
「目立て・振れ取り治具」の開発とテスト販売 八幡市

上野金属工業株式会社 生産ライン入替えによる生産性向上と低価格製品にも
対抗可能なコスト競争力の確保 京都市

株式会社内田製作所 画期的なバリ取り方法による、納期短縮、高品質、低
コストの為の設備投資 京都市

株式会社ウミヒラ 受注拡大に備えた、医療機器に対応し得るウミヒラ独
自の生産システムの開発 京都市

株式会社梅田製作所 高い耐焼付性を有するステンレス特殊ネジ製造技術の
開発 京丹後市

有限会社ＳＫツール 超硬パンチピン加工のさらなる生産効率の追求と短納
期・ブランド力強化 八幡市

株式会社エスジーエー 生産管理ソフトの導入により、生産プロセスを強化し
原価低減、受注拡大を目指す 宇治市

株式会社エステン化学研
究所 “環境にやさしい”次世代型漁網防汚塗料の開発・事業化 京田辺市

有限会社エスユー 高精度対応および多品種少量対応システムの確立 京都市

事業者名 テーマ 実施場所

ＮＫＥ株式会社 高速多連搬送シャトルの性能向上およびコストダウン
による競争力強化 長岡京市

エヌシー産業株式会社 高精度穴明技術を用いたスマートフォン筐体の一貫生
産体制の構築

久世郡
久御山町

エフ・ピー・ツール株式会社 ナノ構造スペシャルコーティング・オイルホール付き
リーマの試作・開発 京都市

エルティーアイ株式会社 屋外対応高輝度全面蓄光・全面再帰反射シート開発 京都市

株式会社エンザミン研究所 発酵技術を応用した保健栄養食品の試作開発サービス
効率化による製品開発 京都市

株式会社エンブロイド・
タナカ

革新スパンコール刺繍でコンテンツ表現 普及拡大の
為の設備増強 京都市

尾池工業株式会社 真空成膜法による機能性粒子の大量作製技術および装
置の開発 京都市

尾池パックマテリアル株式
会社 各種包装用フィルムの品質保証体制の拡充 京都市

株式会社大西製作所 三次元測定機導入による精密加工部品の高品質保証体
制の強化 京都市

大原パラヂウム化学株式
会社

次世代スポーツウェアーに向けた超臨界加工用高機能
剤の開発 京都市

株式会社ＯＰＭラボラト
リー 高鏡面性を持つSUS系金属造形部品の開発及び量産化 京都市

オープン工業株式会社 成形品のホットランナー化による環境配慮と省資源化 京都市

小川食品工業株式会社 京都産筍による発酵技術を用いた試作品開発 長岡京市

岡島鋼機株式会社 精密機械と消耗部品の切削工程の高度化による小口多
品種・短納期体制の構築 京田辺市

株式会社オプト・システム 高機能チップオンウェハ（CoW）ボンディング装置（ダ
イボンダー）の開発 京田辺市

株式会社カシフジ 小口化・短納期化に対応するための研削工程効率改善 京都市

株式会社桂精密 高硬度超硬合金を使用した超精密極小セラミックコン
デンサー金型の開発 京都市

株式会社金森製作所 超微細ワイヤ放電加工機による高品質化と生産リード
タイム短縮化 宇治市

株式会社金山精機製作所 CNC精密円筒研削盤の導入による航空機パーツ製造
事業進出計画 京都市

亀岡電子株式会社 検出困難な導電性液体を検出可能な液面レベルセンサ
開発事業 亀岡市

株式会社川勝總本家 充填機新設に伴う多品種少量生産の短納期化、作業効
率向上 京都市

株式会社川口金属 組紐技術を用いたCFRP（炭素繊維強化プラスチック）
パイプ製品の開発 京丹後市

株式会社川越精研 精密測定機による加工精度向上と加工分野シェア拡大 宇治市

河長樹脂工業株式会社 顧客開発品の試作サンプル作製期間1/10を実現 向日市

関西機械工業株式会社
除染や試験装置向け、残液が僅少な小型樹脂製底部傾
斜タンクと少液量でも撹拌可能な撹拌機ユニットの試
作開発

京都市

黄桜株式会社 微生物の機能を生かし糖化と発酵技術を融合した低ア
ルコール発泡清酒の開発 京都市

株式会社喜多製作所
（ミツワ技研株式会社）

セラミックチップ部品の更なる小型化・軽量化・高機能
化・省電力化実現のための超精密金型開発計画 八幡市

株式会社北村鉄工所
自社製品の開発・製造・販売　【オリジナルのトレー
サーガスを利用した食品包装パッケージの個別包装漏
れ検査機の開発】

京都市

株式会社衣川製作所 医療機器製作分野におけるレーザー溶接技術の導入・
開発 京都市
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事業者名 テーマ 実施場所

株式会社木村製作所 コストダウン及び高品質を達成する生産プロセス強化
高精度・高効率複合加工装置の導入 長岡京市

京丹ＴＳＫ株式会社 新規取引の為の管理体制強化 京丹後市

京都ＥＩＣ株式会社 高温・過酷な環境下で使用する特殊センサーと炉内監
視装置の差作開発

久世郡
久御山町

株式会社京都医療設計 生分解性材料から成る薬剤徐放性繊維の開発 京都市

株式会社京都科学 ハイドロゲル素材を用いた医療教育用シミュレータ製
品の量産化によるコストダウン 京都市

京都機械工具株式会社 各車種に対応するタイヤ脱着工具と自動検査装置を一
体化した装置の開発

久世郡
久御山町

株式会社京都コンステラ・
テクノロジーズ

医薬品副作用データベースを用いた安全性管理業務の
為のシステム開発 京都市

京都樹脂株式会社 京織物を融合接着した高付加価値特殊アクリル樹脂板
の開発・量産・販売 京都市

株式会社京都製作所 ステンレス切削加工の高精度化および短納期化による
競争力の強化 京都市

京都電機器株式会社 産業用DC電源標準化(モジュール化)プロジェクト 宇治市

株式会社京都モノテック
タンパク質・アミノ酸分析のための高速液体クロマト
グラフィー（HPLC）用超高分離キャピラリーモノリス
カラムの開発

京都市

有限会社共立機工 九州大学開発新型レンズ風車における機械部品の低価
格化及び量産化確立事業 南丹市

株式会社キョークロ 表面処理における試作開発及び特注品の生産プロセス
の高度化・効率化による高付加価値化の実現 京都市

清水焼団地協同組合 京焼・清水焼の新分野進出による市場創出　－工房建
設・生産機械設備整備－ 京都市

株式会社近畿レントゲン
工業社

タングステン・SiC繊維複合化技術によるX線管用フィ
ラメントの開発 京都市

クラウド・テン株式会社 高齢者と家族に向けた「安心と生き甲斐のクラウドシ
ステム」の試作開発 奈良市

株式会社クリーンバブル研究所
（有限会社トリビオックスラボラトリーズ）

チタンの微細加工によるオゾンマイクロナノバブル殺
菌装置の試作

相楽郡
精華町

クロイ電機株式会社 養殖光設備事業計画 船井郡
京丹波町

グローバリーテック株式会社 植物工場における二酸化炭素量等の計測・制御装置の
開発 京都市

株式会社クロスエフェクト 精密臓器シミュレーター教育普及用モデルの開発と事
業化 京都市

クロレラ食品ハック株式
会社 機能性乳製品乳酸菌飲料の開発 京都市

ケイ・アイ・ケイエンジ
ニアリング株式会社 高精度歯車用高精度工具の開発及び量産 京都市

ケーピーエス工業株式会社 ソーラーポンプシステムの開発 相楽郡
精華町

有限会社ケーワイ商会 商社機能に特化した業務内容から開発業務へと飛躍を
遂げる研究開発事業 八幡市

株式会社毛戸製作所 新製品の開発「集塵フィルタ用清掃機器の新規開発及
び独自生産管理システムの新規導入」 京都市

ＣＯＲＥＳＣＯＰＥ株式会社
（株式会社サンキ）

創薬スクリーニングのためのマルチウェル対応粘性評
価装置の開発 京都市

光映工芸株式会社 熟練の職人技と機械化の融合による世界へ羽ばたく金
彩バッグの開発 京都市

株式会社ＫＯＹＯ熱錬 航空機部品参入のための高信頼性、短納期を実現する
新規生産管理システム構築 京都市

コスメディ製薬株式会社 世界初マイクロニードル化粧品の製造法革新による製
造能力の飛躍的向上 京都市

株式会社コト 英語発音評定ソフトウエアの開発 京都市

ＣＯＮＮＥＸＸ　ＳＹＳＴＥＭＳ
株式会社

蓄電機能付き高電圧・高出力インバータへの応用を目
的とした、超高出力リチウムイオンキャパシタ向け負
極材の試作

京都市

コフロック株式会社 低流量測定用カルマン渦式流量計（液体用）の開発・製
品化 京田辺市

事業者名 テーマ 実施場所

株式会社Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｉｎｃ．
（株式会社コミュニケーション・テクノロジー）

省電力無線モジュールを用いたセンサネットワークの
基礎技術開発と省電力無線ユニットの商品化 京都市

有限会社綵巧 伝統工芸品くみひも「三軸組織（さんじくくみおり）」に
よる創作裂地の製織 京都市

株式会社最上インクス 試作品製造のための工程設計・金型設計の3D化とプ
ロセス開発 京都市

株式会社最上試作工房
（株式会社京都試作工房）

製造業特化型 試作フランチャイズ向け案件情報ネッ
トワーク型システム開発 京都市

株式会社阪口製作所 超高張力鋼板（980Mpa級）のプレス加工技術を更に
高める為、独自の最適サーボモーシ 京都市

株式会社坂製作所 低騒音・室内用ハンディタイプ　コンプレッサーの開発 京都市

株式会社魁半導体 大気圧プラズマを用いた大気圧汚染物質の回収 京都市

株式会社佐々木工作所 眼科医療におけるスリットランプのカメラ撮影システ
ムのケースボディ試作・開発・製造 京都市

佐々木酒造株式会社 市場要求を逃さないための高品位日本酒の量産化 京都市

株式会社サスライ 情報家電メーカー向け金型の「大型・高精度」化の為の
試作開発 宇治市

株式会社サビア 大型高精細3Dデジタルシステム実用機の試作 相楽郡精
華町

三逢株式会社 アパレルCAD・スキャナ及びそれに連動するアパレル
CAMの導入 京都市

サンエー電機株式会社 LED照明用電源の短納期に対応した生産体制の構築 京都市

株式会社山嘉精練 湿潤発熱性をもつ機能性天然繊維のシルク等の開発 亀岡市

株式会社サンテック 汎用WiFi無線装置の自社製品化及び3D-Cad/Cam
によるプロトタイピングの短期化 京都市

三和化工株式会社 高耐熱性ポリエチレン架橋発泡体の製品化開発 京都市

三和研磨工業株式会社 水溶性クーラント対応砥石の開発 宇治市

株式会社シーメイダ 小型フィトンチッド拡散器の試作・開発 相楽郡
精華町

株式会社ジェイ ･ サイエ
ンス ･ ラボ

生産用フロー式3KWマイクロ波化学合成装置の試作
機製作 京都市

株式会社色素オオタ・オー
タス 感熱製版フィルムの広幅化による汎用性拡大事業 京都市

嶋田プレシジョン株式会社 高機能導光方式LED照明モジュール開発 京都市

株式会社シミウス 簡便に実装できる超薄型多点圧力センサの開発 京都市

株式会社シャインエンジ
ニアリング

CAD／CAMシステム導入による金型・部品の生産プ
ロセス改善/競争力強化計画 京都市

株式会社写真化学 プリンテッドエレクトロニクス用ブランケット樹脂材
料の試作 京都市

城陽化成株式会社 金属代替樹脂事業での成形技術確立 城陽市

城陽富士工業株式会社 3m超長尺精密加工の開発と生産性向上によるコスト
ダウン・市場拡大 城陽市

株式会社白金製作所 高精度要求を満たすための加工システムの確立 亀岡市

株式会社シン・コーポレー
ション

アクリル高圧容器による　科学教育・展示実験用シス
テムの開発 京田辺市

株式会社杉原精密金型製
作所 超高精細金型の高速度加工による納期短縮の実現 京都市

有限会社杉本製作所 多品種・小ロット対応と加工精度向上のための高速汎
用旋盤導入 京都市

スキューズ株式会社 多種多様なカスタマイズニーズに対応したロボット用
性能評価装置の試作・開発 京都市

洲崎鋳工株式会社 試作・特注品に対応した鋳造・機械加工の一貫生産によ
る品質向上と生産リードタイム短縮 京都市
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事業者名 テーマ 実施場所

株式会社成和化学工業 高清浄化技術実現のための成型工場のクリーンルー
ム化

久世郡
久御山町

株式会社積進 3次元CAD／CAMソフトの導入による加工納期短縮
化と、そのソフトの技術習得の短期化 京丹後市

河長メタルプレシジョン株式会社
（銭谷産業株式会社）

プレス加工による高出力LED用金属パッケージの試作
開発 京都市

ゼネラルプロダクション
株式会社

海水淡水化斜軸式アキシャルピストンポンプの開発・
試作

相楽郡
精華町

株式会社セムテックエン
ジニアリング

μｍサイズ微粒子を分級する篩及び分級装置の品質を
保証する検査装置の導入 京都市

株式会社ゼロ・サム インド主要都市向けリアルタイム交通渋滞情報スマー
トフォンアプリの試作開発 京都市

株式会社大登工業 横中ぐり盤NC機導入による一貫生産プロセス強化・
ワンストップ化の実現 八幡市

株式会社大日本科研 1μmパターン向け光学エンジンの開発 向日市

大洋エレックス株式会社 カメラリンク仕様による新たな検査装置の試作・開発 京都市

太陽機械工業株式会社 自社開発歯車を利用したCVT用歯車式オイルポンプ
の商品化、販売 南丹市

株式会社大洋発條製作所 プレス金型の精度向上ならびに短納期、低コスト化 福知山市

株式会社髙木製作所 バリ取り機を使ったＲ面取り（丸く面取りを行う加工）
技術開発による品質の安定化と生産プロセスの強化

久世郡
久御山町

タカス技研 タップ折損防止機能付きCNCマイクロ雌ねじ加工機
の開発 京都市

高橋練染株式会社 銀ナノ高度技術による殺菌・消臭等高機能を、介護医
療向けの生地・不織布に加工開発する 京都市

辰己屋金属株式会社 環境対応自動洗浄機の導入により、切削洗浄社内一貫
体制を築き、建設機械業界の業務拡大。 京田辺市

田中精工株式会社 精密ダイカスト完成部品一貫生産の競争力強化を目指
す設計・金型・製造ナビシステムの試作開発 宇治市

株式会社田中製作所 高効率変速装置部品の高精度特殊加工機械装置試作
開発 京都市

株式会社谷テック 電縫管切断用丸鋸･フリクションマイタソ一に代わる
鋸刃の開発

綴喜郡
宇治田原町

玉乃光酒造株式会社 新設する麹室設備で純米吟醸酒造の合理化・品質競争
力を強化する事業 京都市

株式会社玉山工業
発泡スチロール用小型再資源化装置の試作開発～障害
者雇用創出と企業の環境CSR向上に寄与するビジネス
モデルの開発～

京都市

株式会社タムラ 高性能加工機導入による製造装置用部品の加工精度向
上と納期短縮 京丹後市

田勇機業株式会社 無機繊維を使用し、丹後ちりめんの製織技術を応用し
た織物の研究・開発 京丹後市

株式会社中金 高硬度・高耐摩耗性 陽極酸化皮膜の開発と現場導入 久世郡
久御山町

有限会社辻製作所 スポット溶接加工用新設備導入事業 久世郡
久御山町

株式会社辻製作所 試作産業進出に向けて世界最速＆最高の安心の提供を
実現する為の自動化設備の導入 京都市

津田電線株式会社 光ファイバ加工製品の設備改善及び新規光応用製品の
開発・市場参入

久世郡
久御山町

テイカ精密株式会社 PTFEインサート成形の自動化 亀岡市

株式会社テクノブレイン 航空管制訓練シミュレータULANS国際対応バージョ
ン試作 京都市

株式会社テック技販 センサ内蔵型高精度ランニングマシーンの初の国産化
に向けた試作開発 宇治市

デ・ファクト・スタンダード合同会社
（デファクトスタンダード）

遠隔ひび割れ計測システムを活用したアセットマネジ
メントシステム（AMS）の開発 京都市

寺田薬泉工業株式会社 「柿右衛門の赤」を再現する高彩赤色Al置換ベンガラ
顔料の事業化

船井郡
京丹波町

東英産業株式会社 高品位・導電性平面静電植毛シートの開発・試作設備の
導入

相楽郡
精華町

事業者名 テーマ 実施場所

株式会社東光弁製造所 販路拡大のための生産システム構築事業 南丹市

株式会社東洋レーベル 寝床内温度制御のヒーター式マットの開発 京都市

株式会社東和技研 PM2.5等大気環境の屋外計測表示システムの試作開発 京都市

株式会社トーア 独自超音波印加技術を駆使したナノバブル発生装置の
開発・試作とめっき工程への応用 京都市

株式会社徳田製作所 工程統合による製造コスト削減と短納期化 久世郡
久御山町

トクデン株式会社 過熱蒸気発生装置の最高使用温度1200℃対応機器の
開発と新規用途開発 京都市

中嶋金属株式会社 分析機器用ナノ構造、金メッキ技術を用いた超高反射
部品の試作開発 京都市

株式会社ナカタ工業 曲げ加工の品質向上とリードタイム短縮による差別化
で、競争力と収益力を強化する 京都市

長津工業株式会社 マシニングセンタ用工具管理システム導入による生産
プロセスの強化 京都市

中沼アートスクリーン株式
会社

スクリーン印刷によるインサート成形を超短納期化し
潜在ニーズをつかむ

久世郡
久御山町

株式会社名高精工所 複合旋盤導入による ソレノイド部品の短納期化及び
量産時の生産性向上 宇治市

株式会社ナンゴー インターネット受託システムによる金属機械加工の高
精度化、短納期化技術の確立 宇治市

西垣金属工業株式会社 京都の伝統工芸とヘラ絞り加工を融合させた高付加価
値インテリア製品の試作開発 京都市

株式会社西川電機 太陽光パネル電圧電流測定システムの開発 京都市

株式会社西嶋製作所 光学式ツールプリセッターの導入による段取り時間改
善で多品種少量生産の短納期化を実現 京都市

西陣織工業組合 産地のニーズに対応した新型力織機開発事業 京都市

株式会社西村製作所 自動切断巻取機における粉塵対策機構の試作開発 京都市

西村陶業株式会社 業界初ハイパワー LED用低コスト高放熱性セラミッ
クス基板の試作開発 京都市

日栄技研株式会社 省資源、低コストを実現した、二重金めっき法の確立 京都市

株式会社日興製作所 多品種少量・短納期受注を可能にする為の地産型事業
計画 京都市

有限会社日双工業 CAD／CAMの追加により超短納期対応で差別化を図
り、顧客サービスと収益力を強化する 宇治市

日本ニューロン株式会社 ガスタービン向け耐震性特大口径伸縮管継手の溶接作
業効率向上に資する回転ﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰ装置の開発

相楽郡
精華町

日本ハートビル工業株式
会社

点字鋲生産精度の向上と中国製商品流入に伴う機会損
失の回避

久世郡
久御山町

日本マイクロ光器株式会社 サブナノメータ精度レーザ干渉変位計測システムの試
作開発 京都市

ニューリー株式会社 検査用途 画像読取装置ラインナップの試作 久世郡
久御山町

株式会社仁張工作所 パンチング･レーザー複合機導入による生産対応力強
化と雇用維持拡大事業 福知山市

株式会社ネオノア 新しい表面処理の採用により、自然エネルギー、医療、
電子部品等新分野への販路拡大

久世郡
久御山町

株式会社野間製作所 FA機器の高性能小型化に伴う小型機での独自の加熱
冷却成形法の開発

久世郡
久御山町

株式会社野村板金 YAGレーザー溶接機導入による、「短納期」「品質向上」
の実現と販路の拡大 京都市

株式会社バイオベルデ 新規凍結保護物質を用いた、生殖医療用細胞凍結保存
システムの開発 京都市

Ｂｉｏｗｏｒｋｓ株 式 会 社
（バイオベース株式会社）

耐熱性に優れた真空成形用植物由来プラスチックの
開発 宇治市

株式会社パウダーシステ
ムズ

小粒径トナーへの適応を目指したラボ用新型気流分級
機の開発 八幡市

事業者名 テーマ 実施場所

ハクレイ酒造株式会社 酒蔵の発酵技術を生かしたGAVA入り甘酒や酒饅頭
の発酵食品の商品化 宮津市

株式会社橋電 外観検査機導入による実装技術の向上と新規受注の
拡大 福知山市

バンテック株式会社 黒ウコン省エネ全天候型高機能LED植物工場試作開発 亀岡市

株式会社ビーエムジー 優れた性能と高い安全性を有する医療用接着剤用の噴
霧デバイスの開発 京都市

株式会社ビークル 新しい検出法を利用した世界初のB型肝炎ウイルス抗
体測定キットの開発 京都市

株式会社ピックルスコー
ポレーション関西

真空機を用いた減圧処理によるキムチ製造における時
間の短縮化及び漬けムラの低減

乙訓郡
大山崎町

ＨＩＬＬＴＯＰ株式会社
（山本精工株式会社） カスタムオーダーものづくりの高度化 宇治市

株式会社広瀬製作所 バリ取り機の導入で試作加工のリードタイムを従来比
27％削減 京都市

株式会社広瀬製作所 高精度・短納期化対応システムの確立による経営効率
化事業 京都市

株式会社ファーマフーズ 香醋抽出物による生活習慣病改善食品の開発 京都市

株式会社フジタイト 高機能試作品加工用の特殊刃物・高生産性刃物の内製
化体制構築 宇治市

株式会社扶桑プレシジョン 無線線量測定器と線量表示システムの開発 京都市

二九精密機械工業株式会社 特殊CAD／CAM導入による微細加工製品のダントツ
製造原価低減事業 南丹市

株式会社プラムテック 半導体レーザーを用いたTDLAS微量水分計の製品化
試作 城陽市

株式会社ＦＬＯＳＦＩＡ
（ＲＯＣＡ株式会社）

InAlGaO系半導体を用いた縦型ショットキー・バリ
ア・ダイオードの試作開発 京都市

株式会社プロト 成分分析評価を取り入れたアルミ鋳造品（試作品）の品
質保証システムの構築

久世郡
久御山町

プロニクス株式会社 精密寸法測定自動化事業 宇治市

ヘルスビューティー株式
会社

キノコの発酵能を利用した美白エキスと、それを配合
した化粧品の開発

相楽郡
精華町

株式会社ベルテックス 金型製作の短納期化による産業用機器分野の売上拡大 綾部市

ボークス株式会社
（株式会社造形村）

原型製作における3Dスキャナー、3D光造形機の導
入による高精度化・短納期化 京都市

ボンドテック株式会社 大口径ウエハの高精度・常温接合を達成するウエハ貼
り合せ装置の開発 宇治市

マイクロニクス株式会社 真空採血管用開栓具の試作・自動機の開発と販売促進
事業

久世郡
久御山町

マイコム株式会社 持ち運び容易な廉価版自動刻印機の試作開発 京都市

株式会社松田精工 多品種少量生産に対応した複合機導入による生産力ＵＰ 京丹後市

マルホ発條工業株式会社 亀岡工場コイル3課新規品受注・生産活動 亀岡市

事業者名 テーマ 実施場所

株式会社ミズホ ＷＡ焼成炉（中型炉）の開発・導入 城陽市

株式会社ミツワ製作所 加飾フィルム製造ロスを資源とする電力エネルギー転
換装置（試作品）の開発

綴喜郡
井手町

株式会社峰山鉄工所 熱間鍛造成形領域の拡大と高精度を実現する為の冷間
油圧サーボプレスの導入 京丹後市

有限会社ミネルバライトラボ 高機能りん光発光材料（有機金属錯体材料）の開発 相楽郡
精華町

宮井株式会社 世界初ゼロエミッションデジタル捺染システムを用い
たふろしきの開発 京都市

株式会社ミヤコケミカル 小顔（顔痩せ）機能に特化した美顔器の開発事業 京都市

ミヤコテック株式会社 プラスチック成形技術をベースにした、「環境配慮型
樹脂成形品」の高付加価値化工法の確立 京都市

宮本樹脂工業株式会社 高速サーボ制御回路を搭載した射出成形機での生産効
率の向上 京都市

明立電機株式会社 間欠運転型水耕栽培装置 宇治市

有限会社桃辻製作所 自動車メーカー向け難加工部品の高速・高精度複合加
工による試作開発 京都市

株式会社もり
血圧上昇抑制効果を付与した「GABA・ACE阻害ペプチ
ド糠漬（ぬかづけ）製法」による発酵型新規京漬物の試
作開発とテスト販売

京都市

株式会社山岡製作所 マシニングセンターによる焼入材の精密金型部品鏡面
仕上げ加工技術の確立 城陽市

株式会社ヤマシナ 高強度アルミねじの生産技術の開発による生産効率化 京都市

山中工業株式会社 少量多品目・短納期・生産能力拡大・コスト削減・高品質
計画 京都市

株式会社山元塗装工業 全自動塗装前処理洗浄装置の設備新規導入計画 京都市

株式会社ユウコス UVニスコーターの開発企画…UV-LEDを駆使した世
界最小のUVニスコーターの開発 京都市

株式会社ユーサイド 真空入荷機の導入による『地産の優良素材を利用したこ
だわりの加工食品』の製造効率化・多品種少量への対応 宇治市

株式会社横井製作所 超スーパーエンプラを使用した複写機プリンタ用高摺
動・高耐熱樹脂パッド射出成形用設備導入 宇治市

吉樂株式会社
（吉樂） 機能性繊維対応及び高速型プリント加工設備増設事業 京都市

ヨネ株式会社 老朽水道管の管更生工法に最適な革新的分岐技術の
開発 京都市

株式会社洛北義肢 医療業界初「硬性ジュラルミン製脊椎疾患用コルセッ
ト」の試作開発 京都市

株式会社理工化学研究所 自動溶存マンガンモニターの開発 宇治市

株式会社リハビテック 前十字靱帯損傷の術後リハビリを快適に行える膝装具
の開発と販売 京都市

株式会社渡邉商事 熟練技術の高性能機械化による即日納期及びコスト削
減事業 京都市



事業者名 テーマ 実施場所

相川建工 コンクリート境界ブロックのモルタル目地詰用モルタ
ル目地枠の試作・サンプル支給の実施 京都市

株式会社アイキャスト 三次元造形装置による擬似天然歯模型の新規開発と世
界市場での競争力強化 亀岡市

愛和金属有限会社 エコカー・ハイブリッド車向け部品成型加工技術向上
と生産性効率化 京丹後市

株式会社青木プラス 価格競争力強化のための歩留まり改善設備投資事業 宇治市

株式会社アクア 装置内組み込み型大気圧プラズマ洗浄装置”の開発及
び実用化

久世郡
久御山町

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

アクトファイブ株式会社 革新的な知能洗浄・知能乾燥能力を備えた産業用部品
洗浄機の試作開発 京都市

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

株式会社浅田可鍛鋳鉄所 自動車向け重要保安部品の鋳造素材から機械加工完成
までの一貫生産の実現 福知山市

浅田製瓦工場 シルクスクリーン技術を用い、新たな価値を創出した
京瓦製品の開発 京都市

株式会社アストム 特殊プレス金型の開発によるリチウムイオン電池用部
品の高精度化

綴喜郡
宇治田原町

株式会社足立製作所 最新立形マシニングセンタの導入による、産業用機械
製造の低コスト化計画 長岡京市

アテック京都株式会社 CNC画像測定器の導入により検査精度向上と時短に
よる合理化を果たす 宇治市

株式会社アテックス 精密インサート成形による自動車軽量化用高性能プラス
チック製品の試作

相楽郡
精華町

株式会社アドインテ
（株式会社ウィリルモバイル）

無電池式非接触体温計と健康管理アプリケーションシ
ステムの開発 京都市

有限会社アドバンク 集客アプリの開発と最新製版機導入によるチラシ印刷
システムの構築 京都市

株式会社アドバン理研 PSA方式　小型水素ガス発生装置の開発 八幡市

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

アムズ株式会社 安価な小型軽量炭酸水製造装置の開発と医療・介護機
関向けビジネスの構築 京都市

株式会社アライ 高付加価値つぶ綿の成形加工による多業種へ向けての
資材開発 京都市

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

久世郡
久御山町

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

相楽郡
精華町

株式会社アンド 高性能メンテナンスフリー自動はんだ付装置の開発 相楽郡
精華町

イーコット株式会社 アルミ形材の加工に関わる高精度・短納期・低コスト化
計画

久世郡
久御山町

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

株式会社イー・ピー・アイ 外観検査装置開発による生産工程改善 亀岡市

井口木材 最新のものづくり技術を活用した京都産木材高級お棺
の試作と事業化 京都市

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

京都市

株式会社伊藤製作所 ボトルネックを解消し、一貫生産強化による安定した
超短納期対応実現 京都市

株式会社伊と幸 和装用絹織物を異素材と複合加工する空間装飾材「絹
ガラス」事業 京都市

事業者名 テーマ 実施場所

株式会社井上製作所 サービス付高齢者向け住宅のQOLを高める可搬型調
理システムの開発

相楽郡
精華町

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

有限会社ウィルコンサル
タント

『早い、簡単、高精度で安い』４拍子揃った地盤調査試
験機器の開発

相楽郡
精華町

株式会社ウエダ・テクニカ
ルエントリー

機械・機器部品の精密化・軽量化の「反り取り」用研削工
具の開発 八幡市

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

株式会社宇治川製茶店 効率の良い黒豆生産方法 船井郡
京丹波町

内田産業株式会社 急傾斜地工事向け超大型モノレール（積載量６トン）の
試作機開発事業 京都市

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

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

株式会社宇山金型製作所 医療用マイクロ流路金型の内製化による納期短縮及び
コスト削減 京都市

浦谷エンジニアリング株式
会社

試作コイル受注増・短納期化・コスト抑制のための開発
設備の導入計画 京都市

株式会社Ｈ＆Ｃ技術研究所 中小規模の食品・医薬品工場における着衣用ハンデイ
吸引ブラシの開発

相楽郡
精華町

株式会社エイポス インクカートリッジ式インクジェットプリンターの
開発 向日市

株式会社栄養・病理学研
究所

マイクロダイセクターを用いた顕微標本下での微量試
料採取技術及び分析技術開発

綴喜郡
宇治田原町

株式会社エーディーディー 製品検査における2D・3D方式カメラ同時画像検査装
置による差別化の実現 京都市

株式会社エーワンスプリ
ング 耐久性及び防錆性を備えた新形状スプリングの開発 南丹市

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

株式会社エスケーエレク
トロニクス

医療現場での個体識別ニーズを解決する最適な極小
RFIDタグの開発

久世郡
久御山町

株式会社ＳＤＩ 基材の狭ピッチ化、薄厚化を可能にするディップコー
ターの開発 京都市

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

精華町

ＮＫＥ株式会社 重量物の搬送が可能な小型産業用多関節ロボットの
開発 長岡京市

有限会社ＮＴＢ製作所 生産システム統合による多品種変量の生産力向上と短
納期化の実現 宇治市

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

エリモ工業株式会社 バーコード付電子カルテシステムによる生産性向上と
価値ある製品づくり 木津川市

尾池工業株式会社 フレキシブル有機デバイス用超ハイバリアフィルムの
評価能力の拡充 京都市

応用電機株式会社 大型基板等対応ハンダ付けオールインワンフロー槽導
入による新事業進出 城陽市

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

オークラ産業株式会社 高精度・短納期要求及び価格競争力強化対応体制構築
事業

久世郡
久御山町

大槻工業株式会社 食品用抗菌・鮮度保持フィルムの加工設備の開発およ
び試作品開発 京都市

大原パラヂウム化学株式
会社

グリーンイノベーション（ＧＩ）に伴うバイオマス原料
を用いた繊維用機能性付与加工剤の開発 京都市

事業者名 テーマ 実施場所

株式会社オットー 町家旅館向けいつでもどこでもあなたの言葉のコン
シェルジュシステムの開発 京都市

小野甚味噌醤油醸造株式
会社

味噌醤油の発酵技術を応用したジビエ調味料と地域特
性を活かした製品開発 京丹後市

株式会社ＯＮＯ　ｐｌｕｓ
（小野工業株式会社）

プラスチックコアの市場獲得を目指すためのパイプ押
出ラインによる試作開発

綴喜郡
宇治田原町

株式会社オプト・システム 次世代LED及び次世代パワーデバイス用高速低価格
レーザースクライバーの開発 京田辺市

開明伸銅株式会社 環境・省エネ対応伸銅中空異形棒『ミトーセル®』にお
ける精度向上計画 亀岡市

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

株式会社桂精密 高精度超硬工具用金型市場参入に向けた高精度工作機
導入による生産体制の確立 京都市

株式会社金森製作所 新型プロファイル研削盤導入による加工工程の全自動
化とそれによる生産性向上 宇治市

亀岡電子株式会社 高精度で液体を管理可能な燃料電池搭載用液面レベル
センサ開発事業 亀岡市

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

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

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 京都市

株式会社喜久春
（菓子処喜久春）

設備導入による、廃棄されていた小豆煮汁からの商品
開発。 長岡京市

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

綴喜郡
宇治田原町

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

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

株式会社木村製作所 光学部品成形型の高精度化実現のため高精度三次元形
状測定装置を導入し新規分野に参入する 京都市

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

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

共進電機株式会社 世界戦略型次世代高効率太陽電池検査システムの試作
による事業化の実現 京都市

京テック株式会社 超精密プラスチック部品用金型の生産体制構築 京都市

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

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

京都市

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 久世郡
久御山町

株式会社京都コンステラ・
テクノロジーズ

医療品候補化合物denovoデザインシステムのグロー
バル対応試作開発 京都市

株式会社京都サッス 高精度ベンダーマシン導入による社内一貫生産体制の
確立と品質の向上 木津川市

京都食品株式会社
（京都食品工業株式会社）

廃棄食品ロスの低減を目指した京惣菜商品の賞味期限
延長化の取り組み 向日市

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 宇治市

京都美術化工株式会社 加工は印刷を救うCAD（キャド）システムによるパッ
ケージ商品開発支援事業 京都市

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

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

株式会社京屋吉星 世界初のハイテクカーボン金箔屏風の開発 京都市

協和化成株式会社 液状シリコーンゴムと異材料との接着射出成形技術深
化のためのインフラ拡充 宇治市

事業者名 テーマ 実施場所

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

株式会社きんそく
（近畿測量株式会社） 建設業における建設生産システムの加速事業 京都市

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

株式会社草川精機 3Dスキャナー及びマシニングセンタの導入による試
作・開発品の短納期化、低コスト化計画 京都市

有 限 会 社 グ ッ ド ウ ッ ド
ＫＹＯＴＯ

側弯症患者用オーダーメイド矯正装具の生産プロセス
機械化による量産化の実現 京田辺市

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

クラブコング株式会社 スポーツ用自転車ペダリング技術の計測および向上支
援事業 長岡京市

株式会社クリーンバブル研究所
（有限会社トリビオックスラボラトリーズ）

螺旋構造を利用した高効率マイクロナノバブル発生器
の試作

相楽郡
精華町

株式会社グロ―バルメタ
ルシンコウ

廃家電モーター等の完全分別・再資源化技術を用いた
リサイクル事業 京都市

株式会社黒坂塗装工業所 洗浄水の製造プロセス構築により高品質塗膜形成を実
現し競争力強化

綴喜郡
宇治田原町

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

株式会社ＣＡＰＡＢＬＥ 高離型性金型の開発事業 京都市

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 相楽郡
精華町

株式会社ケービデバイス 防犯カメラシステムにおける機械動作不具合監視サー
ビスの試作開発 京都市

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

株式会社光伸舎 高速少数多列計数の開発 京都市

株式会社ＫＯＹＯ熱錬 航空機部品の軽量化に向けた高精度浸炭熱処理技術の
確立 京都市

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

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 京都市

東風美術工芸株式会社
（工芸工房鎚舞）

切削彫刻機導入による一般体験者ジュエリー製作の高
精度化の実現に向けて 京都市

ＣＯＮＮＥＸＸ　ＳＹＳＴＥＭＳ
株式会社

鉄を燃料とする高エネルギー「シャトル電池」の気密
機構の開発 京都市

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

株式会社小林鉄工所 高性能曲板機導入による品質・生産力向上と競争力強
化と事業継承 京田辺市

株式会社ゴビ スマホとICタグを使った聴診トレーニングシステム
の開発 京都市

株式会社小山精密
（小山精密）

機械設備導入による金属精密加工の生産性向上と短期
納期システムへの対応 亀岡市

コラジェン・ファーマ株式
会社

抗がん剤感受性試験に有効ながん細胞立体培養用ペプ
チド試薬の開発 京都市

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

久世郡
久御山町

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

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

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

サカエ産業株式会社 廃棄物焼却炉の灰出し機構の効率改善と焼却設備の生
産性の向上 亀岡市

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

株式会社坂製作所 省エネ・低騒音・小型　空気容量20L／min　コンプ
レッサーの開発 京都市
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事業者名 テーマ 実施場所

株式会社阪田製作所 マシニングの追加導入による高精度、短納期体制の基
盤強化 京都市

株式会社阪村エンジニア
リング

鏡面仕上げの機械化と砥石の研究による耐久性の高い
超硬パンチの開発

久世郡
久御山町

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

佐々木化学薬品株式会社 ガラス洗浄剤／研磨剤のフッ酸などの混合薬品リサイ
クルシステムの新規開発 京都市

佐々木機械株式会社 大型複合加工機による大型製本機部品の加工を可能と
し、納期短縮・コスト削減を図る事業 京丹後市

株式会社真田
有限会社誠武農園

野菜のうまさや栄養を活かした商品開発で市場の活性
化を図る

与謝郡
与謝野町

株式会社サビア 4K用デジタルリマスターのための高速フィルムス
キャナの試作 京都市

株式会社澤田製作所
（有限会社澤田製作所）

新型CNC旋盤を活用した製造工程集約による生産効率
化およびコスト削減の実現 宇治市

有限会社山栄フーズ 高級魚を安価に提供する釣り人・釣り船屋・釣り具屋と
の協業事業 京都市

株式会社産研電機製作所 高精度・短納期化を実現させるための生産システムの
構築 京都市

株式会社三昌製作所 最新ワイヤ放電加工機導入によるパワー半導体精密部
品製造の競争力強化計画 京都市

有限会社サンジョー CAD／CAMによる歯科補綴物の量産化と納期短縮化
及び義歯維持装置の開発

相楽郡
精華町

有限会社サンスピードプ
リント

自分だけのオリジナル冊子を１冊だけ製本するシステ
ムの確立 京都市

三省カーボン株式会社 最新立型マシニングセンタ導入によるカーボン製品の
高度化、短納期化等計画 京丹後市

サント機工株式会社 中・大型鋳物製品の多品種・小ロット品加工へ更に特化
していく為の設備増強 綾部市

サンプラスチックス株式
会社

レーザーカット式 Ｉ Ｍ Ｌ 容器製造装置　開発（超薄
膜ラベル装着容器製造用）

相楽郡
精華町

三和化工株式会社 熱圧成型の金型レス、小ロット試作を可能にする3D
発泡プリンターの開発 京都市

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

ＧＬＭ株式会社 新興国市場向け　日本発高品質エアロパーツの開発 宇治市

株式会社シーズテック
（京都電子工業株式会社）

安定器内PCBの非破壊迅速検知方法と仕分け施設の
構築 京都市

ジーティーアールテック
株式会社

ガソリンエンジン等燃料供給系の燃料蒸散測定装置の
開発と国際標準化への取り組み 宇治市

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

有限会社塩田製作所 ファイバーレーザ溶接機によるアルミ材等の溶接技術
開発、低コスト化、短納期化計画

久世郡
久御山町

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

株式会社色素オオタ・オー
タス

当社特許取得の感熱製版フィルムの紗張り加工サービ
ス提供事業 京都市

株式会社シゲノ 国内自動車内装部品縫製の多様化少ロット及び高精度
化対策事業 綾部市

柴田織物 織物デザインシステム導入による縫取ちりめんの販路
開拓

与謝郡
与謝野町

株式会社シミウス 光ファイバを用いた劣悪環境下で使える長期信頼性の
高いロゼットゲージの開発 京都市

清水プラス株式会社 難加工素材を使用したコンデンサ試験装置向け新形状
部品の開発 京都市

株式会社昭和リーブス 光学式検査機器を用いた異物同定検査導入による総合
防除管理事業 福知山市

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

有限会社神工建設 ベニヤはがし機を核とする木製型枠パネルの3Rによ
る循環型システムの構築と推進 京田辺市

洲崎鋳工株式会社 3D技術を利用した鋳物生産システムの構築による競
争力の強化 京都市

事業者名 テーマ 実施場所

株式会社図司穀粉 米粉シュー生地冷凍半製品の開発 京都市

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

株式会社スプレッド 植物工場機械化促進事業“出荷準備室作業の機械化” 亀岡市

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

久世郡
久御山町

株式会社積進 最新測定機の導入による、航空機部品の測定計測業務
の高効率化 京丹後市

株式会社ゼロ・サム 耐熱防塵仕様のLED広告表示板および広告表示システ
ムの試作開発 京都市

大榮工業株式会社 新型水圧転写（カールフィット）印刷機の開発 木津川市

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

株式会社大日本科研 紫外から近赤外で動作する世界初の超広帯域液晶型空
間光変調器の試作開発 京都市

株式会社大平電機 大型モータの整備・再生技術の向上による新市場への
挑戦。（負荷試験装置の導入） 綾部市

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

太陽機械工業株式会社 ホーニング加工による高精度歯車の実現と生産プロセ
ス強化 南丹市

株式会社タイヨーアクリス リベット接点カシメ　少ロット品新工法開発のための
設備投資。 亀岡市

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

株式会社髙倉有光社 ラッピング仕様の個性派自販機作成 綾部市

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

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

相楽郡
精華町

竹中罐詰株式会社 新しい解凍システム導入により、製造環境の大幅な向
上を実現 宮津市

辰己屋金属株式会社 航空機向け切削部品加工の１ミクロン管理及び生産性
向上 京田辺市

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

田中精工株式会社 金型冷却システムによる高品位ダイカスト鋳造技術の
開発 宇治市

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

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

株式会社谷テック ハイテンパイプ切断における丸鋸の寿命向上及びハイ
スピード切断に向けた開発

綴喜郡
宇治田原町

谷山歯科技工所 歯科用CAD・CAMシステム導入による売上獲得計画 京都市

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

株式会社玉山工業 ものづくり企業連携システム等を活用した、一貫生産
体制の強化による競争力向上策 京都市

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

Ｄａｒｉ　Ｋ株式会社 カカオのナノ化技術による栄養機能食品の開発 京都市

株式会社ＴＩＫＵＳＯＮ プリント基板製造工程における直接描画装置を全自動
化にするマテハン機の開発 京都市

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

久世郡久
御山町

株式会社ツー・ナイン・
ジャパン

錠剤専用金型の製作期間を1/3に短縮するための高精
度・高速マシニングセンタの導入 京都市

株式会社辻製作所 「3Dモデル　データの活用による検査計測工程の自動
化の実現と我国のサプライチェーンの強化」 京都市

事業者名 テーマ 実施場所

株式会社ツヤデンタル 歯科技工のアナログ技工から技術の安定・定量化をは
かるCAD/CAM技工へ 亀岡市

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

株式会社ＤＩＹ ＳＴＹＬＥ 廃棄物・炭素繊維を利用した高性能建材の品質向上と
量産化の実現 舞鶴市

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

株式会社ＤＦＣ フローケミストリー用途の特殊送液ポンプ開発 宇治市

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

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

テック・ワーク株式会社 細胞等の培養研究における顕微鏡用の低コスト簡易循
環型CO2ガス供給装置の開発 長岡京市

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

株 式 会 社 デ ン タ ル ラ ボ
シャンツ

光学カメラによる歯科修復治療に対応するための
CAD／CAMを用いた歯科技工の新たな取り組み 京都市

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

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

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

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

東英産業株式会社 新規・ブラシ機能特性・測定技術の開発 相楽郡
精華町

株式会社ドゥオモ 刺繍加工から縫製まで一貫した生産体制を構築するプ
ラン 亀岡市

有限会社塔南製作所 停滞が顕著な工程改善による工数短縮と工程標準化事
業 京都市

東洋化工株式会社 高出力YAGレーザー溶接の微細溶接技術の確立 久世郡
久御山町

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

株式会社東和技研 地域防災拠点用再生可能エネルギー計測表示システム
の開発 京都市

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

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

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

富繁放電加工株式会社 高精度自動車部品の放電加工技術による表面改質技術
の確立 京都市

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

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

内藤印刷株式会社 地域密着型事業の新商品展開のためのデジタル印刷シ
ステム導入による生産基盤強化 亀岡市

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

株式会社中川パッケージ 自動化装置によるウレタンフィルムを活用した環境に
適合した梱包材の試作開発 京都市

株式会社仲久 最新型検査機械導入による、光学レンズ品質保証にお
ける測定データ客観化、定量化計画 京都市

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

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

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

事業者名 テーマ 実施場所

株式会社名高精工所 ウェイストゲートバルブ部品試作の短納期化、高品質
化、高精度化　及び　量産化 宇治市

ナレッジデータサービス
株式会社

入力データ方式の独自システム化による事務・生産能
力の向上 京都市

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

株式会社Ｋｎｅａｄ ３次元デジタルクレイモデラー等の導入によるフィ
ギュア金型の生産体制の構築 京都市

株式会社西尾製作所 学術的標本模型製作における新素材の導入と新たな成
型方法の導入 京都市

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

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

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

西村陶業株式会社 PC・電子制御機器及び医用機器等向けセラミックス部
品製作のための超精密研磨加工設備の導入 京都市

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

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

株式会社日本出版 新事業展開のための最新型高速CTP出力機導入によ
る生産基盤強化 亀岡市

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

京都市

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

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

相楽郡精
華町

日本ピアレス工業株式会
社

高性能射出成形機等の導入によるプラスチック製笠懸
け保護具の高精度化、量産化計画 京都市

日本ロジックス株式会社 近距離無線タグシステムによる認知症化予知システム
における研究・開発　 長岡京市

ニューリー株式会社 次世代立体対象物読み取り用スキャナー開発用設備の
構築

久世郡久
御山町

有限会社ノット ｋｎｏｔ　ｊａｐａｎｓｔｙｌｅ　ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ 京都市

株式会社はーと＆はあと
ライフサポート 在宅高齢者における低栄養の予防改善支援事業 京都市

株式会社バイオフェイス 陶磁器や樹脂製品に使用する抗菌セラミックパウダー
の製造・開発 宇治市

株式会社バイオベルデ 再生医療の実現化に必要不可欠な、細胞シート・生体
組織の新規凍結保存液の開発 京都市

Ｂｉｏｗｏｒｋｓ株式会社
（バイオベース株式会社）

ポリ乳酸樹脂の改質による新たな3Dプリンタ用モノ
フィラメントの開発 宇治市

はちぼく屋 多店舗展開を見据えた「自動精米店舗」の開発・モデル
店舗づくり 京都市

株式会社バネックスアイ
エス

単一候補自動変形方式文字検査装置の最先端機能の試
作機製作 京都市

濱田プレス工藝株式会社 熱可塑性CFRPの加熱プレス成形品の形状安定化と材
料有効利用技術

綴喜郡
宇治田原町

ハムス株式会社 世界初、人毛及び人工毛によるオーダーメイド品カツ
ラ植毛機械の開発 京都市

株式会社パリティ・イノ
ベーションズ

マイクロミラーアレイによる空中映像表示用結像光学
素子の高機能化

相楽郡
精華町

株式会社半兵衛麸 京都・伝統食材「麸」を次世代に繋げる為の新製品の製
造体制と販路拡大 南丹市

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

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

株式会社ヒット 過熱水蒸気を用いた有機廃棄物の処理装置（炭化・減
容）の開発・製造・販売 京都市

株式会社日比勝染色 最新型インクジェットプリンターシステムを使用した
染色技術の高精度化等、新分野開拓計画 京都市
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事業者名 テーマ 実施場所

ＨＩＬＬＴＯＰ株式会社
（山本精工株式会社） 実体モデルを基本とする金属加工品ものづくりの構築 宇治市

ヒロセ工業株式会社 最新精密自動平面研削盤導入による複雑形状研削の高
精度高効率自動研削化技術習得 京丹後市

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

株式会社ファーマフーズ 加齢に伴うサルコペニア（筋肉減弱症）を予防する機能
性食品の開発 京都市

有限会社ファーミス 開発者向けシリアルプロトコルアナライザの開発事業 京都市

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

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

福井センイ有限会社
（福井繊維工業有限会社）

アパレルCADシステムと積層式自動裁断器CAMの
導入による衣服裁縫品の高品質化・短納期化計画 舞鶴市

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

フクダ技研株式会社 ２次元CADによるロボットの３面切断加工（ティーチ
ング不要） 亀岡市

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

株式会社フジタイト 防爆センサーにおける、開発から完成品製造までの事
業化構築 宇治市

二九精密機械工業株式会
社

高精度微細医療部品製作のための溶接・切断用ファイ
バーレーザ導入 京都市

株式会社プラズマイオン
アシスト

高機能放熱部材用のセラミック粉体技術と製造装置の
開発 京都市

株式会社ベッセル福知山 既存の汎用機械をコンパクトマシニングセンターに変
え、作業効率の改善を行う。 福知山市

株式会社ベルクシー 医療用切削樹脂部品の高精度化と短納期対応の為の新
技術導入 京都市

株式会社ベルテックス 細胞計数板の性能アップを目指す樹脂表面改質装置の
導入 綾部市

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

船井郡京
丹波町

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） 中・大型クレーンの製造工程短縮、組立精度アップ 木津川市

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

株式会社本田味噌本店 味の数値化技術による発酵調味料（味噌）製品開発の高
度化（高品質、低コスト、スピードアップ） 綾部市

ボンドテック株式会社 半導体の三次元実装の量産化をブレークスルーする
COW装置とプロセスの開発 宇治市

マイクロシグナル株式会社 高感度かつ外来ノイズの影響を受けない受光ICの事
業化

久世郡
久御山町

マイクロニクス株式会社 液体窒素タンクの自動化 久世郡
久御山町

株式会社孫右ヱ門 碾茶の品質を維持した量産化及び低コスト化の実現及
び販路拡大 城陽市

株式会社松岡機械製作所 次世代ディスプレイおよび二次電池用フィルム塗工装
置の開発および試作 京都市

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

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

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

株式会社三嶋製作所 高精度量産加工対応型転換による経営強化事業 城陽市

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

株式会社ミズホ メタル（丸形）大型砥石仕上げ方法での新加工方式及び
設備の技術開発 木津川市

事業者名 テーマ 実施場所

有限会社ミネルバライト
ラボ

機能性材料の高純度・省エネ製造のためのマイクロ波
合成システムの開発

相楽郡
精華町

宮階織物株式会社 ハイブリッド横編機の導入による「新しい和装製品」の
開発と提案 京都市

ミヤコテック株式会社 プラスチック成形での「極細穴形状の安定成形技法の
確立」による技術革新と事業拡大 京都市

有限会社宮坂製作所 新型プレスブレーキの導入による実験用機械・治具等
の高品質化・生産効率化計画 京都市

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

明光精器株式会社 航空機部品特有の品質管理体制のボトルネック解消
事業 亀岡市

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

明誠技工株式会社 パワーモジュールの同一工場生産・低コスト化による
対海外競争力強化計画 京都市

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

南丹市

株式会社森鉄工所 セパレータ専用スリッター高精度部品一式受注の新規
参入

久世郡
久御山町

株式会社山内製作所 次世代高密度FPD製造装置部品の製作における高精
度化と超短納期化

久世郡
久御山町

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

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

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

綴喜郡
宇治田原町

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

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

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

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

株式会社ユウコス マイパッケージ（プレカット）・ネット販売事業「中小小
売（特に食品）業者支援事業」 京都市

株式会社Ｕ２Ｋ
（ＲＯＣＡＲｅＴＡｆｏｒｈａｉｒ）

女性がん患者さんの美意識をサポートする美容ケア
事業 京都市

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

由利ロール株式会社 最新の複合加工機の導入による、エンボスロール製造
の短納期、低コスト化計画 京都市

株式会社横井製作所 超高機能樹脂成形品の高精度低コスト化を目的とした
高速射出成形用設備導入 宇治市

吉川染匠株式会社 新機能素材と京都の伝統的な知恵と友禅染の技法を生
かした機能性“夏きもの”の開発。 京都市

株式会社吉田生物研究所 毒性の無い新技術天然可塑材を使用した塩化ビニル素
材・製品の開発 京都市

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

株式会社洛北義肢 医療用軟性コルセットのCAD／CAMシステムによる
短納期供給体制の確立 京都市

リッジクリエイティブ株
式会社

マンガ・アニメと融合するプロジェクションマッピン
グの高度化による潜在顧客の開拓 京都市

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

株式会社渡邉商事 航空機部品参入に係る高品質体制及び即日納品体制の
構築 京都市

株式会社ワントゥーテン
（株式会社ワン・トゥー・テン・デザイン）

スポーツ・音楽分野等における（多人数参加型）イベン
ト共有体験システムの開発 京都市

事業者名 テーマ 実施場所

有限会社アース 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 宇治市

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

株式会社阿以波 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 京都市

株式会社ＡＩＶＩＣＫ
（株式会社Ｓｍｉｌｅｙ）

高機能おにぎり「ライスバー」のバージョンアップと生
産力ＵＰ 京都市

愛和金属有限会社 エコカーエンジンの金型製作の短納期化・高精度化に
よる競争力強化計画 京丹後市

株 式 会 社 ア ウ ル コ ー ポ
レーション

「松葉がに」のサービス提供プロセスの改善と自社開発
料理のブランド力強化 京丹後市

株式会社青山商事 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 宇治市

旭金属工業株式会社 真空蒸着カドミウムめっきにおける膜厚均一化条件の
確立と洗浄工程の効率化 京都市

朝日練染株式会社 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 京都市

アテック京都株式会社 高速マシニングセンタ導入により微細高精度加工の時
短を目指す 宇治市

株式会社アテックス LEDヘッドランプ高性能冷却器製作用高機能樹脂省エ
ネ成形機の導入

相楽郡
精華町

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） 相楽郡
精華町

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 京都市

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

あやべ印刷株式会社 最新型製本システム導入によるオーダーメイドフォト
ブック事業の展開 綾部市

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 久世郡
久御山町

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 相楽郡
精華町

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

久世郡
久御山町

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 相楽郡
精華町

株式会社飯田照明 人と環境を守るウイルス分解LED照明 京都市

イーテック・プレシジョ
ン株式会社

高精度高速加工機による３次元加工の基礎技術の確立
と医療分野への進出 城陽市

生田産機工業株式会社 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） 京都市

石勘株式会社 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 京都市

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

亀岡市

株式会社いちはら 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 京都市

株式会社伊藤製作所 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 京都市

株式会社井上製作所 省電力で、安心安全に対応した医療機関、介護機関向
け配膳車の試作開発

相楽郡
精華町

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

有限会社ウィルコンサル
タント 宅地盛土マネジメントシステム 相楽郡

精華町

有限会社上野機械工具 切削機械用刃物の刃型に対する高効率性加工技術の
向上 京都市

事業者名 テーマ 実施場所

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

株式会社ウミヒラ 複合加工機導入による工程集約と生産性向上及び医療
機器の高精度化事業 京都市

梅武織物株式会社 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 京丹後市

株式会社宇山金型製作所 マシニングセンターの生産効率向上に向けた自動ワー
ク交換支援装置の導入 京都市

浦谷エンジニアリング株
式会社

3Dプリンターを活用したコイル確認治具等の内製化
による生産効率改善計画 京都市

栄進堂印刷株式会社 ウェブチラシと折り込みチラシの融合による効果的な
マーケティング支援サービスの確立 京都市

株式会社Ｈ＆Ｃ技術研究
所 介護用の携帯型局所脱臭装置の開発 相楽郡

精華町

株式会社エイチ・アンド・
ティー

μｍ単位の高精度加工の安定化を実現する生産体制の
構築 京田辺市

エイミック株式会社 高精度かつ他社の半分の販売価格を実現する研究開発
用電子計測器の試作開発 京都市

エ ー ブ ル コ ン ス ト ラ ク
ション株式会社

形鋼バンドソーマシン導入による一次加工効率改善・
受注増加計画

綴喜郡
宇治田原町

株式会社エスケーエレク
トロニクス 極低温保存細胞等の個体識別RFIDシステムの開発 久世郡

久御山町

株式会社ＳＤＩ 複雑な立体形状の表面にも均一かつ薄厚な皮膜形成を
可能にするディプコーターの開発 京都市

エス．ラボ株式会社
（Ｓ．ラボ有限会社）

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 長岡京市

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

有限会社エヌテック 金型の円筒研磨加工の高精度化（真円度1μｍ以下）な
らびに金型の円筒研磨自動化の実現 八幡市

株 式 会 社 エ ム ア ー ル サ
ポート

クラック、わだち、切削量のボリューム調査および縦
横断調査のワンストップ化計画 京都市

応用板金株式会社 大型プレスブレーキ（曲げ機械）の導入による受注拡大
計画 八幡市

株式会社Ｏ タブレット型着物レンタルサービス　in 美容室 京都市

株式会社大入 伝統文化の承継に寄与する折本製造工程の完全内製化
による生産体制の確立 京都市

ＯＳＯ株式会社 橋梁の安全品質向上に対応した予防保全点検サービス
のための設備導入 京都市

株式会社オージーファイン 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 城陽市

大竹口紙工株式会社 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 京都市

大本染工株式会社 捺染の初期費用の削減によるプリント企画の拡大 京都市

有限会社岡島三協製作所 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 京丹後市

株式会社オカモト工芸 「リユース筐体」の活用による遊技機筐体の再利用シス
テムの展開 八幡市

荻野精工株式会社 3R治具と生産管理システムを用いた高難易度多品種
少ロット品の短納期生産体制の確立 京丹後市

男前豆腐店株式会社 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 南丹市

株 式 会 社 ＯＮＯ　ｐｌｕｓ
（小野工業株式会社） 型無し平巻紙管機導入による容器紙管製造の高効率化 綴喜郡

宇治田原町

株式会社オプト・システム 半導体レーザーにおける完全鏡面を得るための新型
「へき開装置」の開発 京田辺市

株式会社カスノモーター
サイクル

『3D技術を応用したリバースエンジニアリング』導入
による開発期間の短縮 京都市

ものづくり・商業・サービス革新補助金
実施事業者一覧
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事業者名 テーマ 実施場所

株式会社金山精機製作所 水素ステーション向け水素圧縮機用の仕様にマッチす
る注油器の開発 京都市

亀岡スプリング株式会社 新規製品の生産活動と線径が太い製品の全加工 亀岡市

株式会社カワオカ製作所 歯科医療用機器向け微細金属部品の精密加工における
高精度化

久世郡
久御山町

河長樹脂工業株式会社 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 向日市

株式会社川戸鉄工所 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 京丹後市

株式会社カワムラ
（川村製作所）

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 京都市

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

黄桜株式会社 高品質で様々なニーズに対応可能なプレミアムにごり
酒の生産拡大 京都市

北澤機械工業株式会社 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 京都市

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

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

株式会社木村製作所 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 長岡京市

株式会社協栄板金工業 最新プラズマ切断機等の導入によるダクト加工の生産
性・効率化の向上

久世郡
久御山町

京テック株式会社 最適な加工方法の開発で価格競争に打ち勝つための生
産体制の構築 京都市

京都エンタテインメント
ワークス株式会社

自店を複数のゲームに登場させられる位置情報ゲーム
プラットフォームの展開 京都市

株式会社京都シールレー
ベル

部分糊対応機による高品質・高精度な商品POPシール
生産強化計画 京都市

株式会社京都製作所 高精度を維持しつつ、難削材加工の大型化へのチャレ
ンジ 京都市

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

株 式 会 社 京 都 デ ザ イ ン
ファクトリー

伝統的な「物」から切り離した和柄コンテンツのネット
マーケティング事業 京都市

株式会社キョークロ 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 京都市

株 式 会 社Ｃｏｏｌｗａｒｅ 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」

相楽郡
精華町

有 限 会 社 グ ッ ド ウ ッ ド
ＫＹＯＴＯ

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 城陽市

株式会社クリーン精光 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 京都市

株式会社クリーンバブル研究所
（有限会社トリビオックスラボラトリーズ）

マイクロナノバブルによるバイオフィルムの洗浄装置
の試作

相楽郡
精華町

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

綴喜郡
宇治田原町

株式会社クレバー 花管理システムの構築による事業の効率化 久世郡
久御山町

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 綴喜郡
宇治田原町

株式会社クロスエフェクト 市場投入材料による小ロット超短納期樹脂製品試作評
価サービスの確立 京都市

株式会社クロスメディカル 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 京都市

クロレラ食品ハック株式
会社

乳酸菌の産出するEPSを使用した飲料の機能性につ
いて 京都市

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

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

綴喜郡
宇治田原町

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

事業者名 テーマ 実施場所

株式会社ＫＯＹＯ熱錬 航空機部品の熱処理品質向上を目指した設備導入 京都市

東風美術工芸株式会社 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 京都市

有限会社コテラ企画 ハイエンドデジタル及びバリアブル印刷サービスによ
る受注体制の強化 南丹市

ＣＯＮＮＥＸＸ　ＳＹＳＴＥＭＳ
株式会社

既存の太陽光発電に後付可能な、発電効率改善専用リ
チウムイオン電池の開発

相楽郡
精華町

コバオリ株式会社
（小林織ネーム株式会社）

バリアブル印刷による短納期化、製造コストを削減し
顧客満足の向上を図る 京都市

株式会社ゴビ 手指洗浄の実践状況を可視化するモニタリングシステ
ムの開発 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 京都市

株式会社阪村エンジニア
リング

自動車部品加工用大型超硬パンチピンの高品質化と短
納期対応 京都市

阪村産業株式会社 最新ねじ切り加工機導入による製品多様化に対応した
生産体制の構築

綴喜郡
宇治田原町

サンエー工業株式会社 太陽光パネル用長尺フレームの製造における生産プロ
セスの革新 八幡市

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

三景印刷株式会社 極小ロット冊子印刷需要に応える、オンデマンド機と
上製本機の導入

与謝郡
与謝野町

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

サンセイ医療器材株式会社 原材料から製造まで一貫したジャパンメイドによる製
造ラインの構築 京都市

サンプラスチックス株式
会社

ガルバノレーザーによる短納期かつ高品質なフィルム
切断工法の開発と量産体制の確立

相楽郡
精華町

株式会社Ｊ・Ｐ・Ｆ 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 京都市

塩見測量設計株式会社 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 福知山市

株式会社色素オオタ・オー
タス

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 南丹市

ジック株式会社 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 京都市

株式会社シミウス 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 京都市

有限会社清水製作所 高精密な医療機器部品の幾何公差と寸法公差の全数検
査のプロセス改善計画 京都市

有限会社修美社 最新型特殊印刷機導入による「おもしろ印刷」事業の
拡大 京都市

シュンビン株式会社 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 京都市

有限会社ジョイクックおくだ 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 京丹後市

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

上香園 京都・宇治・和束産の「万能碾茶」による、やすらぎと健
康の提供

相楽郡
和束町

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

株式会社白金製作所 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 亀岡市

新庄鉄筋鋼業株式会社 鉄筋曲げ加工設備導入による生産性・付加価値向上、
新市場分野への進出 福知山市

株式会社新生工業 当社商品の大型化を図り、顧客要望に応える事業 久世郡
久御山町

信和印刷株式会社 「伝票印刷」技術に特化した中ロット対応型社内一貫生
産体制の確立 京都市

スキューズ株式会社 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 京都市

洲崎鋳工株式会社 鋳物表面の品質向上による新たな顧客価値の提案 京都市

事業者名 テーマ 実施場所

株式会社鈴木松風堂 最新プレス容器の自動製造機導入による量産 京都市

有限会社スタジオ貳拾壹 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 京都市

株式会社成和化学工業 今までにない高音質を実現するスピーカー振動板製造
用射出成形機の導入

久世郡
久御山町

株式会社積進 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 京丹後市

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

大栄繊維株式会社 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 京都市

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

株式会社大平電機 永久磁石同期モータ（IPMモータ：超高効率モータ）の
整備・再生およびモータ絶縁物の劣化診断事業への参入 綾部市

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

大和第二企業組合 理化学用ガラス器具製造の高精度化と省力化で顧客の
課題を解決 京都市

ＴａｋｕｍｉＶｉｓｉｏ
ｎ株式会社

パターン認識機能搭載のインテリジェント小型赤外線
カメラ機器開発 京都市

株式会社辰馬コーポレー
ション

新方式を採用した本格京料理の「やわらか介護食」の試
作開発 京都市

辰己屋金属株式会社 航空機産業向けパイプ加工品の不良率低減と形状の安
定化 京田辺市

株式会社田中印刷 調肉（色合わせ）のデジタル化による大幅な生産性向上
の為の事業 京都市

田中精工株式会社 部品加工の短納期化・低コスト化のため最新鋭機設備
の導入と生産システム見える化 宇治市

株式会社田中製作所 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 京都市

株式会社谷テック 金属切断用チップソー丸鋸における薄鋸刃の開発 綴喜郡
宇治田原町

株式会社タムラ 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 京丹後市

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

株式会社朝陽 開発力の拡大拡充で照明業界依存度100％からの脱却 京田辺市

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

株式会社筒井
（株式会社筒井鉄工所） 薄板溶接における高精度溶接技術の確立 長岡京市

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

株式会社ティーアンドピー スペシャルトナーとカラーユニバーサルデザインに対
応した「京風」小ロット観光客向けツール開発 京都市

株式会社ティー・ティー・
ワイ

京都初、創業支援・開発支援・教育支援を行うレンタル
工房事業の展開 京都市

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 亀岡市

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

株式会社テックラボ・坂口 ガス分析機器・血液分析機器の部品となる高精度マニ
ホールド部品の試作開発 京都市

株式会社寺内製作所 航空機部品メーカー初となるオイルターゲット試験実
施体制の確立 京都市

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

株式会社東光弁製造所 高性能CNC旋盤機の導入による弁棒・スピンドル等長
尺製品の量産化事業 南丹市

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

株式会社東和技研 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 京都市

事業者名 テーマ 実施場所

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

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

富繁放電加工株式会社 難削材部品の放電加工技術による微細加工技術の確立 京都市

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

中嶋金属株式会社 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 京都市

永島製作所 高精度が求められるアルミニウム部品の加工技術の
開発 京丹後市

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

株式会社ナカデシール印刷 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 京都市

有限会社中村印刷所 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 京都市

株式会社名高精工所 バルブ加工品検査の自動化による工程革新 宇治市

株式会社ナンゴー 精密真円構造品の複合加工による高精度化、短納期化
技術の確立 宇治市

西川化工株式会社 プラスチック工業用ファスナーの製造工程の簡素化
（３工程⇒１工程）による新製品開発と新規顧客開拓事業 長岡京市

株式会社西嶋製作所 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 京都市

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

西村紙器株式会社 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 京都市

西村陶業株式会社 半導体製造装置及び精密機械向けの高精密セラミック
ス部品開発のための設備導入 京都市

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

有限会社ニタミズ工房 樹木の表面を再現した景観シート（製品名ネイチャー
シート）の開発 亀岡市

株式会社ニッシン 最新の造型技術を活用した生体近似の歯科模型の新規
開発事業 亀岡市

有限会社日成フィッティ
ング

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 京丹後市

日本クリニック株式会社 かき肉エキスを用いた機能性成分探索と新規機能性食
品の開発 京都市

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

相楽郡
精華町

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

久世郡
久御山町

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

相楽郡
精華町

有限会社ＮＥＯＳ 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

株式会社ネオノア バネ製品への業界初の新しい表面処理の量産化と販路
拡大

久世郡
久御山町

株式会社ＮＥＸＵＳ 新規機械導入による製缶ダクト加工・製造の生産性・効
率化の向上

久世郡
久御山町

株式会社野村染工 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 京都市

株式会社ハーテック 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 京都市

Ｂｉｏｌｏｇｇｉｎｇ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ
株式会社

水産生物用・超小型電子標識タグの開発－最適なタグ
形状及びタグ装着器具のデザイン－ 京都市

有限会社バウコーポレー
ション

飼い主の経済的・精神的な負担を軽減する関節鏡を用
いた低侵襲どうぶつ医療の実現事業 宇治市

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

株式会社ハセラボ 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 京都市
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事業者名 テーマ 実施場所

株式会社畑製作所 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 京都市

有限会社八川製作所 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 京都市

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

濱田プレス工藝株式会社 プレス加工に代わる金型不要な精密加工技術の確立 綴喜郡
宇治田原町

株式会社ビークル 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 京都市

光アスコン株式会社 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 京都市

株式会社ピクチャレスク 一般家庭用健康支援・療育アプリ「パタトレ（仮称）」の
開発 京都市

株式会社人見精工 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 亀岡市

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

久世郡
久御山町

株式会社広瀬製作所 CNCフライスを活用した生産プロセスの革新による
生産力及び検査体制の強化事業 京都市

株式会社ヒロミツ製作所 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 京田辺市

株式会社ファーマフーズ ニワトリ由来抗体医薬品開発における品質評価システ
ムの構築 京都市

株式会社ファインワークス 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 京都市

株式会社フォルティ 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 宇治市

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

有限会社フクオカ機業 広巾シャットル織機のダイレクト計装化による試作ビ
ジネスから本格生産体制へ 京都市

株式会社フジタイト 反射型光線式アクティブセンサーの開発およびOEM
体制の確立 宇治市

伏見織物加工株式会社 自社ノウハウと毛焼き加工法の刷新による高品質な編
物生地製造の実現 京都市

藤原製本株式会社 オンデマンド印刷とPUR製本技術の融合によるワン
ストップ生産体制の確立 京都市

株式会社扶桑プレシジョン 新型観光地向け合成写真プリント端末の試作開発 京都市

二九精密機械工業株式会社 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 京都市

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

株式会社プロキダイ 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

相楽郡
精華町

平和製菓株式会社 チョコレート含浸技術を活用した新商品の開発 京都市

株式会社ベルテックス 医療・理化学向け金型の高精度化と高速化の両立 綾部市

株式会社細尾 西陣織の技術と天然繊維及び機能繊維を活用した高機
能広幅ファブリックの開発と販売 京都市

マイクロシグナル株式会社 多種分割光学式エンコーダ受光素子の開発 久世郡
久御山町

マイコム株式会社 ブロッコリー自動収穫機の試作開発 京都市

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

有限会社マサズミ印刷所 高精度製本機構による予備校教材の小ロット・短納期
化プロジェクト 京都市

株式会社枡儀 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 京都市

増錬工業株式会社 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 京丹後市

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

京都市

事業者名 テーマ 実施場所

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

松本酒造株式会社 燗をしてもフレッシュさを保持する純米日本酒の開発 京都市

丸屋染工株式会社 墨流加工を現状の平面染色から縫製衣料品へ施す立体
染色技術の開発 京都市

マンヨーツール株式会社 「ビビリ」問題を解決する、新型の制振合金を使用した
500ｍｍ保持具の開発 木津川市

株式会社ミートショップ
ヒロ

黒毛和牛一頭買い！セントラルキッチン化による加
工・配送の効率化と商品開発プロジェクト 京都市

株式会社ミズホ 脆性材料加工用超微粒砥石の開発 城陽市

有限会社光村製作所 CNC複合自動旋盤導入による高効率生産の体制構築 宇治市

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

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

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

株式会社ムーブ
（泰和印刷株式会社）

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 京都市

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

株式会社メタルカラー 酵素分解による絹ペプチド量産化技術の開発 福知山市

ヤマウチ株式会社 新たなゴム練りロール機の導入による多品種小ロット
生産体制の確立 福知山市

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

久世郡久
御山町

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
会社

難加工性透明体を高速高精度で加工できるレーザー加
工システムの開発

相楽郡
精華町

株式会社ヤマコー 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

綴喜郡
宇治田原町

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

株式会社山城金型 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 京田辺市

有限会社山田木工所 3Dターニングマシンを用いた木工製品の製造 京都市

株式会社やまとカーボン社 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 京都市

ヤマナカヒューテック株式
会社

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 亀岡市

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

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

ユアサ化成株式会社 インクジェットプリンターによるタッチセンサーシー
トの開発と販売 京都市

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

久世郡
久御山町

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

ユ ウ テ ッ ク コ ー ポ レ ー
ション株式会社

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 京都市

ユーハン工業株式会社 新型性能検査装置の自社開発による新機種受注と新規
市場開拓 福知山市

株 式 会 社 ユ ー・ ピ ー・
ディー

服薬管理システムを活用した新しい薬剤管理指導サー
ビスの開発 京都市

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

株式会社吉田生物研究所 樹脂粘土の生産に機械化システムを導入し多用途高品
質製品及び量産技術の確立 京都市

事業者名 テーマ 実施場所

株式会社よしむら
（有限会社嵐山よしむら）

国産そばの風味を最大限に活かした上質な手打ちそば
提供のための流通革新 京都市

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

洛陽化成株式会社 半導体部品微細加工・微細穴加工の応用・デザインの多
様化対応

久世郡
久御山町

洛陽プラスチック株式会社 樹脂切削技術を応用して、他の材料を切削するための
技術開発 宇治市

株式会社リハビテック 簡便な装着が可能なデニスブラウン型装具の設計・試作 京都市

リンクナチュラルジャパ
ン株式会社 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

事業者名 テーマ 実施場所

株式会社ル・パティシエ
ヤマダ

洋菓子店としての知名度と技術を活用した、独自性の
あるパンの提供

相楽郡
精華町

有限会社ロゴス 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 京田辺市

ロンドフードサービス株式
会社

新冷却製法及び業界初となる品質表示によるより安心
安全な高齢者個食宅配事業サービス 京都市

ワイエムシステムズ株式
会社 新型豆類両面高精細外観検査装置の試作開発 京都市

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

株式会社渡邉商事 自動車精密部品の小ロット即納体制の確立 京都市

事業者名 テーマ 実施場所

アイ’エムセップ株式会社 プラズマ誘起電解法による金属ナノ粒子製造装置の
試作 京田辺市

有限会社アオイ製作所 機械装置導入による生産拡大と高精度加工の実現 久世郡
久御山町

株式会社浅田可鍛鋳鉄所 横型マシニングセンタを導入し、生産工程を単工程化
し、生産性向上、コスト削減を図る事業 福知山市

株式会社旭プレシジョン 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 向日市

飛鳥メディカル株式会社 緑内障レーザー治療器開発 京都市

有限会社アリアソシエイツ 顧客満足度向上に向けた自社ブランドの確立と生産力
の強化

与謝郡
与謝野町

イーコット株式会社 アルミ材の多数個同時加工による生産性向上とIOTを
利用した短納期化

久世郡
久御山町

池市食品 価値あるこんにゃくの自動製造ラインによる生産体制
の確立 京丹後市

池田酒造株式会社 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 舞鶴市

株式会社韋城製作所 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 京丹後市

株式会社磯野開化堂
（磯野開化堂） 茶包装機器導入による受注量の増加・経営安定事業 宮津市

イノコ株式会社 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 京都市

岩田精工株式会社 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 八幡市

株式会社ウエダ・テクニ
カルエントリー

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 八幡市

上田鍍金株式会社 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 京都市

ＷＥＬＤ　ＯＮＥ 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

与謝郡
与謝野町

株式会社宇野商店 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 京都市

株式会社エスケーエレク
トロニクス 書き換え可能なエコハーベスティング荷札の開発 久世郡

久御山町

エス．ラボ株式会社
（Ｓ．ラボ有限会社）

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 長岡京市

株式会社エムジーテクノ 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 宇治市

株式会社大阪サイレン製
作所

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 京田辺市

事業者名 テーマ 実施場所

大村家具工業株式会社 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 京都市

株式会社オプト・システム 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 京田辺市

オングル工芸株式会社 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 宇治市

株式会社開洋 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 亀岡市

株式会社カタヤマ時計店 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 南丹市

加藤紙工有限会社 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 宇治市

金谷製作所 マシニングセンターの導入によるプレス金型の高精
度・短納期化を実現する

久世郡
久御山町

有限会社亀井製作所 医療機器・食品機械部品の需要拡大に伴う生産体制強
化の実現

久世郡
久御山町

株式会社加悦ファーマー
ズライス

機械化による安全安心商品の製造と生産量増加による
利益を社員と地域に還元

与謝郡
与謝野町

かわい歯科クリニック 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 宇治市

河北印刷株式会社 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 京都市

川惣電機工業株式会社 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 八幡市

川村エンジニアリング株式
会社

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 京都市

有限会社河原崎製作所 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 宇治市

株式会社北川工作所 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 京都市

北澤機械工業株式会社 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 京都市

株式会社北村鉄工所 切削工程内製化による競争力アップと雇用促進 京都市

株式会社きたやま南山 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 京都市

株式会社衣川製作所 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 京都市

有限会社木下製作所 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 京都市

共進電機株式会社 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 京都市

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

平成

27
年度補正

REFERENCE  〜資料編〜

14 15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



事業者名 テーマ 実施場所

株式会社京都イングス 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 舞鶴市

共同印刷工業株式会社 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 京都市

京都ケミカル株式会社
（株式会社アイ・イー・ジェー） 高機能性ウレタンエラストマーシートの開発 京都市

京都食品株式会社 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 向日市

株式会社京都製作所 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 京都市

京都奉製株式会社 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

与謝郡
与謝野町

株式会社京屋吉星 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 京都市

京和ブロンズ株式会社 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

久世郡
久御山町

楠岡義肢製作所株式会社 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 宇治市

熊野酒造有限会社 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 京丹後市

株式会社クリーン精光 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 京都市

株式会社クリーンバブル研究所
（有限会社トリビオックスラボラトリーズ）

オゾンマイクロナノバブルによる樹脂めっきの前処理
装置の試作開発

相楽郡
精華町

株式会社クロスエフェクト 属人的・職人的な試作用真空注型特殊型製作技術の標
準化による生産性向上 京都市

株式会社クロスメディカル 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 京都市

ケイコン株式会社 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 京都市

株式会社ＣＡＰＡＢＬＥ 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 京都市

株式会社工進 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 長岡京市

巧美堂印刷株式会社 最先端印刷品質管理システム導入による生産性向上と
競争力強化事業

綴喜郡
宇治田原町

株式会社ＫＯＹＯ熱錬 航空機の低燃費化を実現させる低歪真空熱処理の実現 京都市

小城製薬株式会社 ヘルスケア市場獲得のための新規殺菌法によるエキス
製造 亀岡市

コスメディ製薬株式会社 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 京都市

東風美術工芸株式会社 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 京都市

コムイノベーション有限
会社

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 京都市

株式会社小山製作所 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 京都市

株式会社最上インクス 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 京都市

株式会社坂製作所 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 京都市

株式会社阪村エンジニア
リング

非円筒形状超硬パンチピンの新しい加工方法確立によ
る競争力強化 京都市

株式会社サビア A1サイズスキャナのデファクトシステム開発 京都市

サンエー電機株式会社　 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 京都市

三景印刷株式会社 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

与謝郡
与謝野町

サンケイデザイン株式会社 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 京都市

株式会社色素オオタ・オー
タス

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 京都市

有限会社篠原製作所 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 京都市

事業者名 テーマ 実施場所

将光株式会社 裁断部門の内製化により高度化される多様な繊維素材
加工技術の承継及び雇用創出 綾部市

食健康研究所株式会社 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 京都市

株式会社白金製作所 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 亀岡市

新興化成工業株式会社 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

綴喜郡
井手町

株式会社ＳｈｉｎＳｅｉ 放射線撮影装置部品の高精度化および新たな供給体制
の構築計画 城陽市

有限会社杉本工作所 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 京都市

株式会社炭平旅館
（有限会社炭平旅館） 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

株式会社セイワ工業 難形状加工機器・高精度測定器導入による工数削減及
び品質保証の一体化

久世郡
久御山町

誓和工具株式会社 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 綾部市

株式会社積進 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 京丹後市

株式会社７＆Ｍ 新製法の導入による多店舗展開、長時間営業体制の構
築 京都市

株式会社創造工房
（有限会社創造工房）

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 京丹後市

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 京都市

髙木金属株式会社 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 京都市

有 限 会 社 タ カ ラ プ ラ ス
チック

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 京都市

竹野酒造有限会社 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 京丹後市

株式会社たつみ印刷
（たつみ印刷）

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 京丹後市

有限会社田中製作所 最新型ＭＣ導入による金型の高生産体制の構築 京都市

協業組合丹後熱処理セン
ター

高出力高周波焼入れ装置導入による熱処理事業の市場
競争力の強化 京丹後市

株式会社朝陽 溶接工程の自動化率向上と不良「０」で目指せ、生産性
200％！ 京田辺市

株式会社ツー・ナイン・
ジャパン

顧客からの要望の強いDMC杵を量産製造するための
設備導入 京都市

株式会社ＴＩＦ 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 八幡市

株式会社ＤＩＹ ＳＴＹＬ
Ｅ 

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 舞鶴市

株式会社寺内製作所 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 京都市

トウジ工業株式会社 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

久世郡
久御山町

東洋印刷株式会社 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 宇治市

株式会社轟製作所 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 京都市

中嶋金属株式会社 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 京都市

中西精機 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 京丹後市

ナカライテスク株式会社 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 向日市

株式会社ナベル 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 京都市

株式会社ナンゴー 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 宇治市

株式会社西川製作所 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 京都市

事業者名 テーマ 実施場所

西田精密工業株式会社 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

久世郡
久御山町

有限会社日双工業 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 宇治市

日本ロジックス株式会社 業界初の「電子の健康家計簿」の開発・実用化 長岡京市

株式会社仁張工作所 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 福知山市

株式会社ノードクラフト 実証用ロボットシステム導入による技術革新 久世郡
久御山町

株式会社ハーメックス 小型電動ロクロ開発事業 久世郡
久御山町

株式会社白心堂 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 京都市

ハクレイ酒造株式会社 『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 宮津市

橋本鉄工株式会社 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 京都市

株式会社はま一 “蒲鉾から天ぷらへ”新事業展開に対応する為の設備
投資 京都市

株式会社林製作所 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

久世郡
久御山町

株式会社ビークル 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 京都市

株式会社ヒット 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 京都市

ＨＩＬＬＴＯＰ株式会社
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

宇治市

株式会社弘 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 京都市

広瀬鈑金工業株式会社 自動車用ボディの試作品開発による短納期化計画 久世郡久
御山町

有限会社ヒロミ・アート 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 京都市

株式会社ヒロミツ製作所 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 京田辺市

有限会社福谷製作所 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 八幡市

株式会社フジタイト 次世代型可変バルブの試作品製造体制の確立 宇治市

株式会社藤塚工業 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 城陽市

株式会社富士電工 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 京都市

二九精密機械工業株式会社 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 南丹市

株式会社プロト 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

久世郡
久御山町

平七水産株式会社 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 京丹後市

株式会社ベッセル福知山 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 福知山市

ベノック株式会社 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 京都市

株式会社豊運 世界初、外壁用高効率断熱材のための製造機構の導入 船井郡京
丹波町

株式会社ホームライフ 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 福知山市

事業者名 テーマ 実施場所

株 式 会 社 マ サ イ ン タ ナ
ショナル

小型リアルタイム光合成能力測定器（CO2測定器）の
開発 京都市

増錬工業株式会社 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 京丹後市

松崎工芸株式会社
（松崎工芸） 新規製品の製造受注への対応とオリジナル商品の開発 京丹後市

株式会社松田精工 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 京丹後市

有限会社マルキ精機 高精度レンズ金型の安定生産の技術開発 八幡市

マンヨーツール株式会社 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 木津川市

株式会社ミタテ工房 自然災害対策に寄与する地形模型製作工程の革新と環
境に配慮したモデル製作の実現

久世郡
久御山町

ミツフジ株式会社 IoT分野で使用する銀メッキ導電性繊維の、抵抗値の
低下と安定化

相楽郡
精華町

株式会社みなみソーイング CADシステム導入によるニット製造の裁断効率向上
とBtoCへの取引ルート開発 京都市

宮崎木材工業株式会社 真空含浸装置による不燃・難燃木材の新技術開発 京都市

株式会社名工技研 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 八幡市

明光精器株式会社 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 亀岡市

株式会社メタルカラー 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 福知山市

有限会社森田美術印刷 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 京都市

矢野株式会社 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 京丹後市

株式会社矢野製作所 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 宇治市

株式会社山岡製作所 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

綴喜郡
宇治田原町

株式会社ヤマコー 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

綴喜郡
宇治田原町

株式会社ヤマサン 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 宇治市

株式会社山田製作所 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 長岡京市

株式会社山中精工所 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 京都市

株式会社吉岡製作所 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 京丹後市

吉田工業株式会社
（吉田工業所）

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！ 京都市

吉樂株式会社
（吉樂）

シルクスクリーン製版システム導入による高速化及び
歩留まり改善事業 京都市

株式会社洛北義肢 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 京都市

株式会社リバース・フィット・
デザイン 高齢者向け運動機器の安全規格評価用設備導入 京都市

ロンドフードサービス株式
会社 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

有限会社ワイズロード 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 京都市

和幸産業株式会社 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 綾部市
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事業者名 テーマ 実施場所

株式会社あおぞら印刷 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 京都市

株式会社赤尾商店 iPhone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 京都市

株式会社秋田製作所 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

久世郡
久御山町

株式会社アクア 「大気圧プラズマチャンバー装置」の開発及び実用化 久世郡
久御山町

株式会社アクトリー 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 宇治市

株式会社朝日製作所 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

久世郡
久御山町

株式会社旭プレシジョン 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 向日市

朝日レントゲン工業株式
会社

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 京都市

アテック京都株式会社 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 宇治市

有限会社アドバンク 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 京都市

株式会社飯田照明 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 山科区

株式会社今西製作所 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

与謝郡
与謝野町

株式会社ウミヒラ 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 京都市

株式会社宇山金型製作所 生産効率向上に向けた複合加工支援システムの導入 京都市

株式会社エージェンシー
アシスト

商品検査専門事業の新規展開による既存顧客への対応
力強化と営業圏の拡大

久世郡
久御山町

株式会社エスジー 樹脂の切削における３次元加工の精度向上と生産性の
改善

久世郡
久御山町

株式会社エスファクトリー 海外工場向け製品のRoHS対応に伴う生産速度向上
計画 京都市

有限会社エスユー 高精度な産業用ロボット部品大径化への対応 京都市

ＮＫＥ株式会社 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 長岡京市

大竹木材工業株式会社 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 京都市

株式会社オプト・システム 半導体外観検査装置の高速化の為の開発 京田辺市

株式会社オルサム 【オルサム最先端技術屋集団化】計画 舞鶴市

科研テクノス株式会社 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 福知山市

河合紙器工業株式会社 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 京都市

株式会社川口金属 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 京丹後市

川惣電機工業株式会社 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 八幡市

川村エンジニアリング株式
会社

ワイヤー放電加工機による被加工物内部への複雑形状
加工と生産効率改善 京都市

株式会社幹細胞＆デバイ
ス研究所

ヒトiPS細胞由来 高性能心筋細胞デバイスの生産プロ
セス改善と生産性向上 京都市

北澤機械工業株式会社 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 京都市

株式会社きっちんカンパ
ニー ブラストチラー技術の利活用による生産性向上事業 京都市

事業者名 テーマ 実施場所

株式会社衣川シャーリング 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 福知山市

木下酒造有限会社 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 京丹後市

京都飲料株式会社 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 京都市

株式会社Ｋｙｏｔｏ　Ｎａｔｕｒａｌ
Ｆａｃｔｏｒｙ

リップクリームの製造工程改善に伴う生産キャパシ
ティ向上計画 京都市

有限会社協和熔工 鉄道車両の軽量化に貢献するアルミ部品の高精度化と
増産対応 長岡京市

株式会社キョークロ 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 山科区

有限会社クエストセブン ファイバーセンサ用受光ICの開発 久世郡
久御山町

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 京都市

有 限 会 社 グ ッ ド ウ ッ ド
ＫＹＯＴＯ

革新的成形方法による樹脂ペレット原料での切削試作
事業の確立 城陽市

ケイナック株式会社
（ケイナック）

最新型横型マシニングセンター導入による高精度加工
法による新製品開発事業

久世郡
久御山町

株式会社ＫＥＤ 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 亀岡市

国進印刷株式会社 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 京都市

株式会社ＣＯＧＮＡＮＯ 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 京都市

株式会社最上インクス 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 京都市

阪村精圧株式会社 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 八幡市

株式会社サンデーキット 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 京都市

株式会社シオガイ精機 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

久世郡
久御山町

株式会社シオノ鋳工 鋳造シミュレーションを導入し、高品質、低コスト、
短納期の鋳造を実現

与謝郡
与謝野町

株式会社シュルード設計 3Dソリューション事業の未来を担う会社への活路 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

有限会社新進堂印刷所 個人出版事業の生産性向上を目的としたITの利活用及
び設備投資 宇治市

株式会社ＳｈｉｎＳｅｉ ラマン分光技術活用による医療機器の分析装置部品の
開発 城陽市

新生製本株式会社 高価格帯手帳の糸綴じ製本に特化したニッチ戦略の実
施 京都市

株式会社真和精機
（有限会社真和精機）

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

亀岡市

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 山科区

株式会社スワン 高機能設備（ビッグマスター）導入によるタイヤメンテ 舞鶴市

株式会社精研 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 京都市

株式会社成和 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 宇治市

創栄図書印刷株式会社 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 京都市

有限会社ソウダ製作所 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 京都市

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
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事業者名 テーマ 実施場所

双美金属株式会社 建築物耐震化に対応する大型建築金物の製造と施工工
期の飛躍的な短縮

久世郡
久御山町

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

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

株式会社大平電機 高圧（3KV，6KV）用1500KWまでの大型モータ用試
験設備の導入 綾部市

株式会社竹村製作所 大型半導体・液晶架台フレームの生産プロセスの改善
プロジェクト 京都市

株式会社たつみ印刷
（たつみ印刷） 地域顧客ニーズに対応した小ロット生産体制の確立 京丹後市

有限会社田中ステンレス 難切削材新形状ボルトの高い同軸度確保と高耐久性バ
イトの研究 宇治市

田中精工株式会社 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 宇治市

田中鉄筋工業株式会社 鉄筋L型擁壁段積み施工事業の推進 綴喜郡
井手町

株式会社ティ・プラス
（為国印刷株式会社）

IoTワンストップ印刷サービスの開発と新規事業参入
計画 京都市

有限会社丹後プラスティック 「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 京丹後市

中央技建工業株式会社 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 亀岡市

株式会社朝陽 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！ 京田辺市

寺田薬泉工業株式会社 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

船井郡
京丹波町

株式会社電装工業 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 京都市

株式会社東和技研 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 京都市

長崎工業株式会社 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 舞鶴市

中嶋金属株式会社 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 京都市

ながすな繭株式会社 医療用途の絹不織布製造の工業化に向けた開発 京丹後市

株式会社ナカデシール印刷 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 京都市

有限会社ナカムラ 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 綾部市

西岡テント 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 京都市

西村陶業株式会社 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 山科区

株式会社日昌製作所 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 京丹後市

日本紙工株式会社 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 京都市

日本船舶表示株式会社 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 京都市

日本タブレット株式会社 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 宇治市

日本フットケアサービス
株式会社

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 京都市

パン工房 農～みのり～ 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 南丹市

ヒエン電工株式会社 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 福知山市

株式会社光技術サービス 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 京都市

有限会社ビックバン 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 宇治市

事業者名 テーマ 実施場所

ビヨーカン 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 京都市

ＨＩＬＬＴＯＰ株式会社 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 宇治市

株式会社ファーマフーズ 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 京都市

株式会社吹野金型製作所 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 京都市

福井センイ有限会社
（福井繊維工業有限会社）

裁断システムの導入による衣服縫製品の高品質化と、
安心安全のための検針機の導入 舞鶴市

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

株式会社フジタイト CFRP試作部品製造技術の確立 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

株式会社船橋商店 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 京都市

株式会社プレシジョン・ツール
（プレシジョンツール）

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 京都市

プロニクス株式会社 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 宇治市

株式会社ベッセル福知山 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 福知山市

株式会社ベルテックコー
ポレーション

計量器業界向け製缶部品のロボットによる自動溶接機
の導入と生産管理システムの構築 京田辺市

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

堀井織物工場 顧客の求めに応じた、きめ細やかな柄を織り成す新型
電子ジャカード導入

与謝郡
与謝野町

株式会社丸二 版木作成工程における生産プロセスの改善事業 京都市

株式会社峰山鉄工所 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 京丹後市

宮本樹脂工業株式会社 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 京都市

株式会社麦の穂
（株式会社京都吉祥庵）

＂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 京都市

株式会社明成 NC自動旋盤導入と工程見直しで競争力強化を図り海
外進出の基盤を整備する 亀岡市

矢野株式会社 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 京丹後市

藪下鉄工所 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 京丹後市

株式会社山口製作所 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 宇治市

株式会社ヤマコー 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

綴喜郡
宇治田原町

株式会社やまとカーボン社 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 京都市

山中工業株式会社 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 京都市

株式会社山本鉄工 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 宇治市

ユーハン工業株式会社 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 福知山市

株式会社横井製作所 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 宇治市

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 久世郡
久御山町

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

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
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事業者名 テーマ 実施場所

株式会社アースエンジニ
アリング関西

天井裏配線ロボット導入による、業界初のロボット工
事サービスの開始 京都市

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 久世郡
久御山町

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IoT導入
によるオートメーション化 京都市

株式会社青木プラス 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 宇治市

株式会社秋田製作所 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

久世郡
久御山町

株式会社アクトリー 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 宇治市

浅井プラパーツ株式会社 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 京丹後市

株式会社旭プレシジョン 品質管理の技術的向上による製品保証体制の構築 向日市

株式会社足立製作所 加工技術の高度化を実現する、３次元測定データの
活用 長岡京市

有限会社アドバンク 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 京都市

イーコット株式会社 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

久世郡
久御山町

株式会社飯田照明 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 京都市

株式会社石田愛商店 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 京都市

有限会社石田伊太郎商店 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 京都市

いちご動物病院 超音波検査の充実による高度獣医療サービスの提供 舞鶴市

株式会社一陽工芸 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 京都市

株式会社伊藤製作所 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 京都市

イノテック 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 福知山市

株式会社ウィル 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

相楽郡
精華町

株式会社エイチ・アンド・
ティー

高精度測定による精密部品のピッチ精度の向上と新加
工方法の確立 京田辺市

株式会社永楽屋 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 京都市

株式会社エージェンシー
アシスト

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

久世郡
久御山町

有限会社エス・エヌテック 革新的新加工方法開発による超硬合金金型の長寿命・
低コスト・短納期化事業

久世郡
久御山町

ＮＫＥ株式会社 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 長岡京市

有限会社エノキ鉄工所 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 舞鶴市

エフシステム株式会社 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 宇治市

株式会社エムネイト 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 京丹後市

エンゼル工業株式会社 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 京都市

株式会社大西製作所 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 京都市

大本染工株式会社 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 京都市

事業者名 テーマ 実施場所

岡島鋼機株式会社 精密平面研削盤導入による長尺部品の高精度研削技
術確立及び安定供給体制構築 京田辺市

荻野精工株式会社 アルカリ水と高剛性・高精度ターニングセンタによる
高効率・高精度加工事業 京丹後市

株式会社奥村製本 半自動化機構導入による高付加価値コンテンツ製本で
の差別化プロジェクト 京都市

小笹商店 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

与謝郡
与謝野町

お茶の流々亭 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！ 舞鶴市

株式会社Ｏｍ’ｓ 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 京都市

カツラ産業株式会社 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 京都市

株式会社カナモリ 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 京丹後市

株式会社ガルーダ精工
（細川鉄工所）

マシニングセンタ導入による自動車部品加工用特殊工
具部品の高品質・短納期確立 京田辺市

河北印刷株式会社
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

京都市

株式会社川口金属 次世代材料の加工技術の確立による成長分野への参入 京丹後市

有限会社川浪鉄工所 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 京丹後市

株式会社関西金属工業所 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 福知山市

株式会社幹細胞＆デバイ
ス研究所

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 京都市

有限会社木崎製作所 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 亀岡市

株式会社木村製作所 測定能力の向上による工作機械部品の増産体制構築 長岡京市

株式会社京都イングス 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 舞鶴市

共同印刷工業株式会社 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 京都市

京とうふ加悦の里株式会社 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

与謝郡
与謝野町

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） 久世郡
久御山町

株式会社京都シールレー
ベル

関西発！機械化が困難であった箔・透明・糊殺しラベル
検査作業ライン化による差別化事業 京都市

株式会社京都製錬所 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 亀岡市

株式会社京都鶴屋鶴寿庵 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 京都市

京都美術化工株式会社 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 京都市

株式会社京都紋付 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 京都市

共和工業株式会社 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

綴喜郡宇
治田原町

有限会社協和熔工 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 長岡京市

日下鉄工株式会社 最新ユニットワーカー導入による生産プロセスの改善 京丹後市

株式会社草川精機 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 京都市

有限会社邦友製作所 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

久世郡
久御山町

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
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事業者名 テーマ 実施場所

熊野酒造有限会社 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 京丹後市

倉木石材工業 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 舞鶴市

株式会社クロッシェ 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 京都市

株式会社Ｋ．Ｎ通商 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 京都市

株式会社Ｋｅｉｇａｎ 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

相楽郡
精華町

株式会社ゲートジャパン 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 京都市

株式会社ゲットバリュー 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

与謝郡
与謝野町

コーヨーテクノス株式会社 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 京都市

有限会社コテラ企画 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 南丹市

有限会社小林加工所 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 綾部市

有限会社小林製作所 特殊形状の薄板板金の加工精度ならびに生産性向上 長岡京市

株式会社小山精密 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 亀岡市

株式会社坂製作所 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 京都市

株式会社阪村エンジニア
リング

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 京都市

株式会社佐々木工作所 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 京都市

株式会社澤井醬油本店 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～ 京都市

株式会社サンエイ 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 城陽市

サンコーエンジニアリング
プラスチック株式会社

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 京都市

株式会社三昌製作所 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 京都市

サンプラスチックス株式
会社

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

相楽郡
精華町

三和化成株式会社 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 京都市

三和建設工業株式会社 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 福知山市

株式会社シーエープラント 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 京都市

株式会社シオノ鋳工 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

与謝郡
与謝野町

塩見測量設計株式会社 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 福知山市

株式会社ジオ・ワークス 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 福知山市

株式会社渋谷製作所 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 京丹後市

株式会社シマプリ 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 京都市

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

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

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
減の実現

綴喜郡
井手町

株式会社信天堂 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 京都市

株式会社真和精機 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 亀岡市

事業者名 テーマ 実施場所

杉乃實株式会社 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 京都市

洲崎鋳工株式会社 高精度鋳型による高精度鋳物の生産 京都市

株式会社設計京北 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 京都市

株式会社７＆Ｍ 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 京都市

株式会社ゼロ・サム 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 京都市

株式会社創研社
（有限会社創研社）

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 宇治市

株式会社大日本科研 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 向日市

太陽精工株式会社 特殊合金の大型特殊形状ボルトを圧造加工で実現 京都市

大和技研工業株式会社 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 京都市

有限会社田中ステンレス 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 宇治市

有限会社田中製作所 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 京都市

株式会社タムラ 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 京丹後市

有限会社丹後プラスティック 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 京丹後市

チカモチ純薬株式会社 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

船井郡
京丹波町

株式会社ＴＩＦ 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 八幡市

株式会社ティーアンドピー 小さな飲食店向け「商売繁盛」支援パッケージの本格展
開！ 京都市

株 式 会 社ＤＥＳＩＧＮ京 都 サンスクリーン（UVケア）化粧料の無機沈降防止剤の
開発

相楽郡
精華町

株式会社鐵工社ブル 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 京都市

テプラ工業株式会社 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 京都市

常盤印刷紙工株式会社 「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 京都市

株式会社徳田 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

久世郡
久御山町

トスレック株式会社 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 京都市

富繁放電加工株式会社 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 京都市

株式会社ナイスコート 精密部品に特化した回転スプレー塗装ロボットの導入 京都市

長崎工業株式会社 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 舞鶴市

株式会社中地コンサルタ
ント

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 京丹後市

株式会社中野 横ピロー包装機導入により「労働生産性」及び「安全性」
の向上を目指す

久世郡
久御山町

有限会社ナガノ精巧 高耐久性を実現する打錠金型「巧takumi」の開発と販
路開拓 宇治市

有限会社ナカムラ 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 綾部市

有限会社中村印刷所 「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 京都市

なかむら歯科医院 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 宇治市

株式会社ナスカ 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 京都市

株式会社ナベル 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 京都市
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事業者名 テーマ 実施場所

株式会社ナンゴー 立形マシニングセンタ導入によるロボット分野向け試
作開発部品の高精度化、短納期化技術の確立 宇治市

株式会社西川製作所 ロボットベンダー用ヘッドフレーム部品の高精度化・
高効率生産体制の確立と売上拡大計画 京都市

西田製凾株式会社 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

久世郡
久御山町

西田精密工業株式会社 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

久世郡
久御山町

株式会社日興製作所 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 京都市

株式会社日光電機製作所 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 八幡市

有限会社日双工業 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 宇治市

熱研工業株式会社 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 京田辺市

馬場歯科医院 歯科の即日治療サービスと歯科技工物製作サービスの
立ち上げ 舞鶴市

株式会社光技術サービス 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 京都市

有限会社ひらき 鋳物フレームと大型部品加工の強みを活かす横型設備
の導入 京丹後市

ＨＩＬＬＴＯＰ株式会社 ICT技術活用による生産プロセスの革新 宇治市

有限会社広瀬シャーリング 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 向日市

有限会社廣瀬商店 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 宮津市

株式会社ファーマフーズ 認知機能改善を目的としたGABA配合機能性食品の
開発 京都市

フクムラ仮設株式会社 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 綾部市

藤岡酒造株式会社 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 京都市

有限会社藤澤永正堂 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 京都市

株式会社フジタ 新型ビス締め機導入による工程短縮の強化と受注拡大 京都市

株式会社伏見上野旭昇堂 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 京都市

株式会社藤原製作所 「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 京丹後市

二九精密機械工業株式会社 生検針の製作工程における針先加工プロセスの自動化 京都市

ブランジュリ　ロワゾー・
ブルー

急速冷凍技術でグルテンフリーパンの品質劣化を防
ぎ、販路拡大する事業 京都市

プレパイ工業株式会社 業界初となるグリース阻集器専用生産ラインの構築 京田辺市

プレマ株式会社 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 京都市

株式会社プロト 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

久世郡
久御山町

プロニクス株式会社 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 宇治市

株式会社ベッセル福知山 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 福知山市

株式会社ベルテックス 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 綾部市

有限会社本藍染雅織工房 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 京都市

株式会社マイギ 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 舞鶴市

株式会社孫右ヱ門 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 城陽市

株式会社増田德兵衞商店 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 京都市

事業者名 テーマ 実施場所

増錬工業株式会社 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 京丹後市

株式会社マチイコンサル
タント

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 綾部市

株式会社マツウラ 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 宇治市

株式会社マツダ 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

久世郡久
御山町

有限会社マルキ精機 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 八幡市

株式会社丸玄 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 京都市

有限会社丸重屋 鋼製支柱等の革新的検査サービスの展開 京都市

丸惣測量株式会社 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 京都市

丸由産業株式会社 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 木津川市

マンヨーツール株式会社 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 木津川市

三浦シール印刷株式会社 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 京都市

株式会社三嶋製作所 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 城陽市

株式会社ミネヤマ精機 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 京丹後市

有限会社みのべ 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 長岡京市

む津美製菓株式会社 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 京都市

明光精器株式会社 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 亀岡市

株式会社明成 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 亀岡市

明文舎印刷株式会社 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 京都市

株式会社もり 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 京都市

モンドフィル株式会社 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 京都市

株式会社矢野製作所 最新画像測定器導入による、次世代部品供給体制の
確立 宇治市

株式会社山口精機製作所 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 亀岡市

株式会社やまとカーボン社 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 京都市

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 京都市

株式会社山中製作所 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

綴喜郡
宇治田原町

株式会社山本鉄工 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 宇治市

株式会社吉田生物研究所 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 京都市

株式会社よしむら 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 京都市

株式会社ライテック 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 京都市

株式会社リハビテック 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 京都市

株式会社渡邉商事 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 京都市

わやくや千坂漢方薬局 自動機械の導入による漢方薬局の新サービス展開 京都市

事業者名 テーマ 実施場所

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 京都市

有限会社あい・あい 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 京都市

有限会社アオイ製作所 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

久世郡
久御山町

株式会社青木プラス 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 宇治市

浅井プラパーツ株式会社 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 京丹後市

有限会社浅田電子 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 亀岡市

株式会社朝日製作所 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

久世郡
久御山町

旭テクノ化成株式会社 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 京都市

あずきの里株式会社 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 亀岡市

株式会社ａｃｅＲＮＡ 
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

創薬分野における生産性向上を目的としたRNAス
イッチ技術によるターゲットmiRNAの探索 京都市

アテック京都株式会社 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 宇治市

有限会社アドバンク 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 京都市

アメイロ　ビストロ　アルル 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 舞鶴市

アルタカ株式会社 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 京都市

株式会社アルペック 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 京都市

イーコット株式会社 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 京都市

イーセップ株式会社 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

相楽郡
精華町

株式会社磯野開化堂 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 宮津市

いちご動物病院 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 舞鶴市

伊東板金工業株式会社 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 京都市

株式会社井上空調システム 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。 舞鶴市

岩本繊維株式会社 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 京都市

株式会社Ｗｉｔｈｉｔ 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 京都市

株式会社上尾製菓 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

綴喜郡
宇治田原町

有限会社上田製作所 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 京都市

上田鍍金株式会社 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 京都市

牛田機工商会 新型設備導入による高品質化、生産性向上の実現計画 与謝郡
与謝野町

エイミック株式会社 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 京都市

株式会社エージェンシー
アシスト

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

久世郡
久御山町

有限会社エス・エヌテック 利益率向上の為のハイブリッド加工による高付加価値
ダイスへの挑戦

久世郡
久御山町

事業者名 テーマ 実施場所

ＮＫＥ株式会社 装置設計の効率化に貢献する高性能フラットコンベ
アの開発 京都市

江原産業株式会社 丹後ちりめん300年の技術と海外最新織機を掛け合わ
せた織物革命

与謝郡
与謝野町

株式会社エム・コーポレー
ション IoTを用いた地盤改良工事の自動化計画 京都市

株式会社大入 「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！ 京都市

ＡｕｔｏＢｏｄｙＡｚｕｍｉ 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 京丹後市

大本染工株式会社 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 京都市

小面原製作所 高精度なセンサに使用される精密切削部品の製造 宇治市

株 式 会 社 オ リ エ ン タ ル
ベーカリー

パン画像検査・包装システム（人が触れない）の生産方
式の確立で生産性アップ

相楽郡
精華町

有 限 会 社 オ ル テ コ ー ポ
レーション

極小半導体をピックアップするための特殊エストラマ
製コレット部品の開発 京都市

株式会社カスノモーター
サイクル

『カーボン3Dプリンター』導入による生産力の向上
と、パッケージ改善による販売強化 京都市

株式会社桂精密 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 京都市

株式会社金山精機製作所 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 京都市

株式会社加悦ファーマーズ
ライス

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

与謝郡
与謝野町

河長樹脂工業株式会社 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 向日市

関西畳工業株式会社 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 城陽市

北澤機械工業株式会社 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 京都市

株式会社北村鉄工所 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 京都市

株式会社木村製作所 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 京都市

有限会社キャドック 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 舞鶴市

株式会社共栄技術 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 綾部市

株式会社共栄製作所 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 京田辺市

京都三条大橋歯科診療所 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 京都市

京都自転車販売株式会社 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 京都市

京都樹脂精工株式会社 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

久世郡
久御山町

京美染色株式会社 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 京都市

株式会社キョークロ 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 京都市

株式会社熊本工業所 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 京都市

株式会社クリーン精光 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 京都市

株式会社黒坂塗装工業所 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

綴喜郡
宇治田原町

有限会社桑原鉄工所 大型鋸盤の導入による内製化および鉄骨加工への挑戦 亀岡市

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
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事業者名 テーマ 実施場所

株式会社Ｋ．Ｎ通商 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 京都市

株式会社ＫＥＤ 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 南丹市

合同会社コーヨーテック 自社技術を活かした小径ねじ製造工程の完全自動化 与謝郡
与謝野町

株式会社こだま印刷所 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 京都市

コバオリ株式会社　 タイヤ業界向けRFID技術を活用した「物流管理ラベ
ル」事業 京都市

株式会社小林工務店 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 京都市

小松機工株式会社 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 八幡市

株式会社坂製作所 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 京都市

株式会社阪田製作所 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 京都市

株式会社阪村エンジニア
リング

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 京都市

株式会社三源庵 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 京都市

サンプラスチックス株式
会社

無人搬送ロボットを活用した工場内物流システム改革
と人手不足解消

相楽郡
精華町

株式会社シオノ鋳工 高性能焼鈍炉と鋳造CAE等先端設備の連携による熱
処理生産革新の実現

与謝郡
与謝野町

鹿田喜造漆店 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

株式会社シネマ工房 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 八幡市

株式会社シュルード設計 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 京都市

株式会社昭栄機工 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 京都市

株式会社松栄堂 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 長岡京市

ＪＯＨＮＡＮ株式会社 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 京都市

城陽メタル株式会社 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

綴喜郡
宇治田原町

株式会社水夢 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 綾部市

洲崎鋳工株式会社 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 京都市

株式会社精研 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 京都市

株式会社セイワ工業 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

久世郡
久御山町

株式会社積進 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 京丹後市

株式会社大興電気 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 京都市

株式会社大伸建設 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 南丹市

大東工業株式会社 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 宇治市

大東寝具工業株式会社 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 京都市

太陽精工株式会社 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 京都市

株式会社滝下測量設計事
務所

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 綾部市

竹野酒造有限会社 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 京丹後市

有限会社田中ステンレス 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 宇治市

事業者名 テーマ 実施場所

株式会社谷テック 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

綴喜郡
宇治田原町

有限会社丹後プラスティック 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 京丹後市

株式会社朝陽 時代に合った物づくりを専用金型レスで高利益に挑
戦！！ 京田辺市

有限会社Ｚａｈｎ 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 京都市

塚田紙業株式会社 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 長岡京市

株式会社筒井 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 長岡京市

株式会社テクノーブル 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

相楽郡
精華町

テクノサーキット株式会社 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 京都市

テック・ワーク株式会社 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 京都市

寺田薬泉工業株式会社 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

船井郡
京丹波町

株式会社トダコーポレー
ション

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 京都市

とみや織物株式会社 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 京都市

株式会社中野 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

久世郡
久御山町

株式会社ナスカ 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 京都市

株式会社名高精工所 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 宇治市

株式会社ナンゴー 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 宇治市

株式会社西田 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

久世郡
久御山町

西田製凾株式会社 鏡面加工機とUV－LED照射器の導入による生産プロ
セスへの変革

久世郡
久御山町

株式会社西谷通信工業 ドローンを活用した通信インフラの保守点検サービス
効率化 舞鶴市

株式会社にしむら 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 京都市

株式会社日光電機製作所 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 八幡市

日本紙業有限会社 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 亀岡市

株式会社日本超特急部品 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 京丹後市

Ｂｉｏｗｏｒｋｓ株 式 会 社 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

相楽郡
精華町

有限会社芳賀製作所 人的作業の機械化と生産管理システム導入による生産
性向上 京丹後市

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 久世郡
久御山町

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 綾部市

株式会社パックフォーミング 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 城陽市

株式会社ハンナ高圧工業 大型及び特殊なフランジの受注体制強化 京丹後市

株式会社馬場製作所 大型NC旋盤導入による加工範囲と生産能力の大幅
拡大 京都市

株式会社光樹脂工業 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 京都市

広田工業株式会社 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 亀岡市

広田鋼業株式会社 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 京都市

事業者名 テーマ 実施場所

ヒロタソース株式会社 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 京都市

株式会社ヒロミツ製作所 新規事業展開（建機・農機部品製造）へ向けた設備導入
事業 京田辺市

株式会社ファーマフーズ 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 京都市

福島鰹株式会社 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 南丹市

株式会社フジタイト 建機向け油圧機器製造体制の構築 宇治市

有限会社藤田染苑 設備導入計画による洋装規格への対応強化 京都市

有限会社伏見紙技 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 宇治市

二九精密機械工業株式会社 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 京都市

株式会社ベッセル福知山 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 福知山市

株式会社豊運 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

船井郡
京丹波町

ホーセック株式会社 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 京都市

株式会社細尾 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 南丹市

株式会社堀田勝太郎商店 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 宇治市

堀金箔粉株式会社 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 京都市

株式会社本田味噌本店 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 綾部市

株式会社マイオリッジ 統合型IoTシステムによるiPS心筋細胞生産性の向上 京都市

株式会社マイギ 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 舞鶴市

有限会社前田鉄工所 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 亀岡市

松井酒造株式会社 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 京都市

株式会社松井測量設計事
務所

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！ 南丹市

事業者名 テーマ 実施場所

株式会社ミタテ工房 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

久世郡
久御山町

株式会社名工技研 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 京都市

有限会社森川製作所 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 木津川市

株式会社モリサキ樹脂 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 京都市

株式会社やまとカーボン社 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 京都市

株式会社ＵＡＨ 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 京都市

株式会社ユーカワベ 「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 京都市

株式会社横井製作所 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 宇治市

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
売事業展開とブランドの確立 京都市

株式会社ライズ・ユー 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 宇治市

ライトタッチテクノロジー
株式会社

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 木津川市

洛陽化成株式会社 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

久世郡
久御山町

株式会社リハビテック 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 京都市

株式会社ルシエール・ジャ
パン

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 京都市

株式会社ルネスアソシエイト 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 福知山市

株式会社Ｒｏｓｎｅｓ 蛍光発光を用いた２板式内視鏡モジュールの開発 京都市

株式会社ワークヴォックス 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 京田辺市

株式会社渡辺義一製作所 リーフディスクフィルターの高度化事業 京都市

株式会社渡邉商事 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 京都市
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