
（受付番号順）

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 3026210003 京都府 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

京都北都信用金庫

2 3026210004 京都府 サンエー電機株式会社 2130001010710
高電圧用新型巻線機の開発による生産性向上と医療分野
での展開

株式会社京都銀行

3 3026210005 京都府 小松機工株式会社 1130001038050
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

京都信用金庫

4 3026210015 京都府 株式会社筒井 6130001030267
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

京都信用金庫

5 3026210016 京都府 株式会社アルペック 4130001013785
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

株式会社エフアンドエム

6 3026210021 京都府 株式会社本田味噌本店 5130001003810
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

株式会社エフアンドエム

7 3026210026 京都府 ライトタッチテクノロジー株式会社 2120001207084
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

株式会社池田泉州銀行

8 3026210027 京都府 株式会社にしむら 3130001001551
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

株式会社京都銀行

9 3026210029 京都府 エイミック株式会社 1130001042226
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

株式会社京都銀行

10 3026210030 京都府 株式会社ミタテ工房 1130001015768
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

株式会社京都銀行

11 3026210033 京都府 株式会社日光電機製作所 1130001034553
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

京都信用金庫

12 3026210034 京都府 株式会社青木プラス 9130001034240
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

京都信用金庫

13 3026210036 京都府 株式会社トダコーポレーション 8130001011273
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

京都信用金庫

14 3026210038 京都府 株式会社西田 4130002031910
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

京都中央信用金庫

15 3026210042 京都府 アテック京都株式会社 8130001033697
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

西田　隆行

16 3026210045 京都府 アルタカ株式会社 9130001000143
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

京都中央信用金庫

17 3026210047 京都府 株式会社大興電気 6130001014914
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

土井　拓人

18 3026210050 京都府 伏見リーフ歯科クリニック
口腔からの身体的影響を考慮した高精度かつ高適合な補綴
物の作成

京都信用金庫

19 3026210052 京都府 株式会社昭栄機工 5130001010856
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

京都中央信用金庫

20 3026210060 京都府 株式会社エム・コーポレーション 2130001048156 ＩｏＴを用いた地盤改良工事の自動化計画 京都中央信用金庫

21 3026210066 京都府 有限会社芳賀製作所 4130002033717
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

京都府商工会連合会

22 3026210067 京都府 ニンバリ株式会社 6130001041207
製造業向けＷｅｂ対応生産管理システム導入による生産性
向上と価格競争力強化

但馬信用金庫

23 3026210074 京都府 テクノサーキット株式会社 3130001011204
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

アクセルコンサルティング株
式会社

24 3026210077 京都府 関西畳工業株式会社 3130001016161
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

京都中央信用金庫

25 3026210079 京都府 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

京都信用金庫

26 3026210081 京都府 とみや織物株式会社 8130001003436
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

株式会社京都銀行

27 3026210082 京都府 株式会社水夢 1130001041780
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

京都北都信用金庫

28 3026210086 京都府 岩本繊維株式会社 1130001007864
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

京都信用金庫

29 3026210088 京都府 株式会社名高精工所 1130001032887
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

京都信用金庫

30 3026210089 京都府 株式会社ユーカワベ 1130001040675
「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

京都中央信用金庫

31 3026210090 京都府 株式会社アート・ラボ 6130001031406
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

京都信用金庫

32 3026210092 京都府 株式会社森鉄工所 5130001034129
三次元測定機の導入による工作機械の部品加工の短納期
化、省力化

ひまわり経営サポート株式会
社

33 3026210093 京都府 株式会社渡邉商事 1130001012088
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

京都商工会議所

34 3026210096 京都府 洛陽化成株式会社 8130001034068
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

税理士法人京都経営

35 3026210097 京都府 株式会社大伸建設 7130001035083 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 京都北都信用金庫

36 3026210109 京都府 合同会社コーヨーテック 8130003005265 自社技術を活かした小径ねじ製造工程の完全自動化 京都北都信用金庫

37 3026210111 京都府 株式会社大入 7130001002637
「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！

京都信用金庫

38 3026210116 京都府 株式会社ハタイタ製作所 5130001033568 自動バリ取り機を用いた製品エッジ部加工技術の開発 株式会社京都銀行

39 3026210117 京都府 有限会社あい・あい 8130002022848
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

株式会社ｕｌｕコンサルタン
ツ

40 3026210124 京都府 有限会社エス・エヌテック 7130002027641
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

株式会社京都銀行
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