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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

1 2926210405 京都府 株式会社青木プラス 9130001034240
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

株式会社ダイワマネジメント

2 2926210408 京都府 プロニクス株式会社 2130001033042
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

京都商工会議所

3 2926210409 京都府 洲崎鋳工株式会社 5130001017703 高精度鋳型による高精度鋳物の生産 税理士法人ｂｅ

4 2926210415 京都府 三和化成株式会社 5130001010773
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

島崎浩次

5 2926210416 京都府 株式会社坂製作所 4130001000825
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

株式会社京都銀行

6 2926210424 京都府 株式会社青木光悦堂 4130001008959
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

公益財団法人京都高度技術研究所

7 2926210427 京都府 株式会社大日本科研 9130001030256
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

京都府商工会連合会

8 2926210430 京都府 フクムラ仮設株式会社 7210001014351
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

株式会社フラッグシップ経営

9 2926210431 京都府 マンヨーツール株式会社 5150001002232
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

株式会社京都銀行

10 2926210433 京都府 チカモチ純薬株式会社 5120001067047
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

京都府商工会連合会

11 2926210439 京都府 株式会社ハシモト 3130001035764
金属箔入りパウチ対応可能な金属検出器付きウェイト
チェッカー導入による品質保証力及び生産性の向上

京都信用金庫

12 2926210442 京都府 東洋薬業株式会社 9130001015166
『ネズミ忌避具Ｚ』の量産化体制の確立による新市場へ
の積極進出

滋賀中央信用金庫

13 2926210455 京都府 株式会社西川製作所 4130001011376
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

京都中央信用金庫

14 2926210462 京都府 株式会社幹細胞＆デバイス研究所 7130001053275
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

西健晴

15 2926210464 京都府 株式会社Ｋ．Ｎ通商 1160001004074
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

株式会社滋賀銀行

16 2926210467 京都府 株式会社ゲートジャパン 3130001026854
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

株式会社滋賀銀行

17 2926210469 京都府 株式会社もり 5130001002052
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

税理士法人みらい経営

18 2926210470 京都府 富繁放電加工株式会社 7130001011282
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

京都中央信用金庫

19 2926210471 京都府 株式会社リハビテック 9130001049024
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

公益財団法人京都高度技術研究所

20 2926210472 京都府 増錬工業株式会社 7130001042724
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

京都北都信用金庫

21 2926210474 京都府 株式会社シマプリ 9130001044909
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

京都信用金庫

22 2926210476 京都府 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

京都北都信用金庫

23 2926210481 京都府 株式会社やまとカーボン社 6130001011936
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

株式会社京都銀行

24 2926210482 京都府 京都美術化工株式会社 9130001016255
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

株式会社京都銀行

25 2926210483 京都府 杉乃實株式会社 8130001001051
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

京都中央信用金庫

26 2926210486 京都府 株式会社信天堂 5130001021168
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

株式会社京都銀行

27 2926210487 京都府 常盤印刷紙工株式会社 2130001011262
「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

京都中央信用金庫

28 2926210489 京都府 株式会社伏見上野旭昇堂 4130001015550
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

マネーコンシェルジュ税理士法人

29 2926210490 京都府 株式会社サンエイ 2130001038405
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

株式会社南都銀行

30 2926210491 京都府 藤岡酒造株式会社 4130001015526
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

福井大

31 2926210497 京都府 株式会社京都鶴屋鶴寿庵 7130001023344
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

京都中央信用金庫

32 2926210498 京都府 株式会社真和精機 4130002029236
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

京都北都信用金庫

33 2926210500 京都府 有限会社マルキ精機 2120002075101
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

株式会社京都銀行

34 2926210504 京都府 株式会社孫右ヱ門 4130001046991
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

株式会社京都銀行

35 2926210505 京都府 株式会社京都シールレーベル 6130001012141
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

株式会社京都銀行

36 2926210508 京都府 明文舎印刷株式会社 7130001011844
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

京都信用金庫

37 2926210512 京都府 株式会社ナベル 1130001030569
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

株式会社京都銀行

38 2926210513 京都府 ＨＩＬＬＴＯＰ株式会社 6130001034516 ＩＣＴ技術活用による生産プロセスの革新 公益財団法人京都産業２１

39 2926210516 京都府 株式会社アースエンジニアリング関西 3130001047347
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

京都中央信用金庫

40 2926210519 京都府 株式会社設計京北 1130001026063
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

京都府商工会連合会

41 2926210524 京都府 株式会社奥村製本 7130001034770
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

株式会社京都銀行

42 2926210526 京都府 株式会社渡邉商事 1130001012088
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

京都商工会議所

43 2926210528 京都府 株式会社増田徳兵衛商店 4130001015674
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

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

44 2926210531 京都府 長崎工業株式会社 4130001043551
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

株式会社京都銀行

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　２次公募

京都府採択案件一覧（44者）


