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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 3026110011 京都府 株式会社オリエンタルベーカリー 6120001037643
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

株式会社池田泉州銀行

2 3026110017 京都府 有限会社前田鉄工所 5130002002927
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

亀岡商工会議所

3 3026110019 京都府 有限会社オルテコーポレーション 5120902012836
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

立野靖人

5 3026110022 京都府 イーセップ株式会社 3130001051910
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

株式会社京都銀行

6 3026120025 京都府 株式会社黒坂塗装工業所 1130001037903
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

株式会社滋賀銀行

7 3026120026 京都府 株式会社熊本工業所 2130001009224
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

京都信用金庫

8 3026120027 京都府 西田製函株式会社 2130001033562
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

公益財団法人京都産業２１

9 3026120029 京都府 イーコット株式会社 3120001011667
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

株式会社商工組合中央金庫

10 3026120032 京都府 株式会社細尾 5130001022505
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

京都信用金庫

11 3026120033 京都府 株式会社ナンゴー 5130001032909
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

株式会社京都銀行

12 3026120036 京都府 株式会社セイワ工業 4130001033684
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

中川和彦

13 3026120037 京都府 株式会社井上空調システム 8130001056491
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。

京都北都信用金庫

14 3026120039 京都府 北澤機械工業株式会社 3130001020394
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

株式会社京都銀行

15 3026120040 京都府 株式会社ヒロミツ製作所 6130001038839
新規事業展開（建機・農機部品製造）へ向けた設備導入事
業

株式会社滋賀銀行

16 3026120041 京都府 旭テクノ化成株式会社 8130001024093
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

株式会社京都銀行

17 3026120042 京都府 株式会社精研 8130001010944
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

立野靖人

18 3026120043 京都府 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 立野靖人

19 3026120044 京都府 有限会社アオイ製作所 3130002027117
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

京都府商工会連合会

20 3026120045 京都府 株式会社テクノーブル 2120001045542
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

株式会社南都銀行

21 3026120046 京都府 寺田薬泉工業株式会社 9130001021750
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

株式会社京都銀行

22 3026120047 京都府 株式会社ＫＥＤ 8130001036139
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

株式会社京都銀行

23 3026120048 京都府 上田鍍金株式会社 7130001000260
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

公益財団法人京都産業２１

24 3026120049 京都府 日本紙業有限会社 6130002023518
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

京都中央信用金庫

25 3026120051 京都府 株式会社朝日製作所 8130001033276
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

株式会社京都銀行

26 3026120054 京都府 コバオリ株式会社 2130001004761
タイヤ業界向けＲＦＩＤ技術を活用した「物流管理ラベル」事
業

株式会社商工組合中央金庫

27 3026120058 京都府 大本染工株式会社 4130001014057
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

株式会社滋賀銀行

28 3026120060 京都府 株式会社ワークヴォックス 8130001039760
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

京都府商工会連合会

29 3026120063 京都府 株式会社シオノ鋳工 7130001040703
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

京都北都信用金庫

30 3026120065 京都府 株式会社ＵＡＨ 2130001054955
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

渡部浩和

31 3026120068 京都府 株式会社共栄製作所 7130001038706
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

株式会社京都銀行

32 3026120072 京都府 松井酒造株式会社 3130001007318
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

株式会社京都銀行

33 3026120075 京都府 株式会社フジタイト 8130001033961 建機向け油圧機器製造体制の構築 京都信用金庫

34 3026120077 京都府 洲崎鋳工株式会社 5130001017703
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

税理士法人ｂｅ

35 3026120090 京都府 二九精密機械工業株式会社 6130001011366
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

公益財団法人京都産業２１

36 3026120091 京都府 福島鰹株式会社 4130001022316
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

京都商工会議所

37 3026120092 京都府 株式会社モリサキ樹脂 6130001030928
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

大槻秀一

38 3026120096 京都府 株式会社共栄技術 8130001041725
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

京都北都信用金庫

39 3026120097 京都府 株式会社上尾製菓 3130001037884
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

京都府商工会連合会

40 3026120101 京都府 有限会社森川製作所 9130002029784
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

荒井裕貴

41 3026120105 京都府 河長樹脂工業株式会社 1130001029974
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

株式会社京都銀行

42 3026120108 京都府 株式会社三源庵 7130001028095
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

京都信用金庫

43 3026120110 京都府 京都樹脂精工株式会社 7130001033343
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

京都中央信用金庫

44 3026120111 京都府 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 株式会社京都銀行

45 3026120112 京都府 株式会社名工技研 5130001048599
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

アクセルコンサルティング株式会社

46 3026120114 京都府 株式会社ナスカ 8130001015274
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

株式会社エフアンドエム

47 3026120116 京都府 田中精工株式会社 1130001015017
化成処理ラインへの自動搬送装置導入による、高品位、低
コスト化と生産性向上

京都中央信用金庫

48 3026120118 京都府 株式会社木村製作所 3130001029997
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

株式会社池田泉州銀行

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　１次公募

京都府採択案件一覧（136者）
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49 3026120119 京都府 有限会社田中ステンレス 8130002026634
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

京都信用金庫

50 3026120121 京都府 有限会社アドバンク 5130002006622
無処理プレート製版機導入による国内初の「オフ輪ＬＥＤ－Ｕ
Ｖ」印刷ライン構築事業

ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

51 3026120122 京都府 株式会社エージェンシーアシスト 1130001013945
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

京都中央信用金庫

52 3026120124 京都府 株式会社阪村エンジニアリング 7130001033434
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

アクセルコンサルティング株式会社

53 3026120125 京都府 広田工業株式会社 5120001050531
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

株式会社さがみはら産業創造センター

54 3026120126 京都府 伊東板金工業株式会社 5130001010006
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

株式会社京都銀行

55 3026120127 京都府 株式会社阪田製作所 9130001049222
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

京都商工会議所

56 3026120131 京都府 株式会社松栄堂 9130001021115
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

京都府商工会連合会

57 3026120133 京都府 株式会社松井測量設計事務所 9130001034959
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！

京都信用金庫

58 3026120135 京都府 大東寝具工業株式会社 8130001014937
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

京都商工会議所

59 3026120136 京都府 株式会社クリーン精光 6130001031901
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

株式会社京都銀行

60 3026120137 京都府 株式会社光樹脂工業 2130001029767
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

京都中央信用金庫

61 3026120138 京都府 京都自転車販売株式会社 4130001045944
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

株式会社京都銀行

62 3026120140 京都府 大東工業株式会社 6130001032809
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

株式会社京都銀行

63 3026120141 京都府 テック・ワーク株式会社 8130001030281
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

公益財団法人京都産業２１

64 3026120145 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

65 3026120149 京都府 広田鋼業株式会社 9130001011545
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

安藤亮史

66 3026120151 京都府 株式会社坂製作所 4130001000825
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

京都信用金庫

67 3026120153 京都府 株式会社やまとカーボン社 6130001011936
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

株式会社京都銀行

68 3026120155 京都府 株式会社日本超特急部品 4130001063681
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

京都府商工会連合会

69 3026120156 京都府 株式会社ルネスアソシエイト 6130002032650
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

株式会社京都銀行

70 3026120157 京都府 株式会社シュルード設計 8130001053927
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

京都信用金庫

71 3026120159 京都府 株式会社小林工務店 6130001040002
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

京都中央信用金庫

72 3026120161 京都府 株式会社Ｗｉｔｈｉｔ 2130001058584
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

京都中央信用金庫

73 3026120162 京都府 株式会社豊運 3120001010974
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

株式会社北陸銀行

74 3026120163 京都府 ヒロタソース株式会社 8130001047391
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

京都信用金庫

75 3026120166 京都府 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

京都府商工会連合会

76 3026120167 京都府 株式会社滝下測量設計事務所 6130001041636
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

株式会社京都銀行

77 3026120170 京都府 株式会社桂精密 3130001048519
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

島本昌一

78 3026120171 京都府 有限会社藤田染苑 8130002001430 設備導入計画による洋装規格への対応強化 京都中央信用金庫

79 3026120174 京都府 京美染色株式会社 5130001002845
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

京都信用金庫

80 3026120175 京都府 株式会社波多野製作所 5130001041827 電気自動車向け新規試作品の受注による販路の拡大 綾部商工会議所

81 3026120179 京都府 株式会社馬場製作所 8130001057498 大型ＮＣ旋盤導入による加工範囲と生産能力の大幅拡大 京都中央信用金庫

82 3026120181 京都府 浅井プラパーツ株式会社 9130001043027
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

京都府商工会連合会

83 3026120187 京都府 株式会社リハビテック 9130001049024
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

公益財団法人京都高度技術研究所

84 3026120188 京都府 株式会社ライズ・ユー 5130002027370
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

京都中央信用金庫

85 3026120189 京都府 株式会社積進 6130001042675
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

京都北都信用金庫

86 3026120190 京都府 江原産業株式会社 2130001040690
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

京都府商工会連合会

87 3026120192 京都府 株式会社マイギ 7130001043680
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

京都北都信用金庫

88 3026120194 京都府 ミヤコテック株式会社 2130001011799
「成形屋」視点で開発する「成形機周辺モジュール機器」の
事業展開

京都商工会議所

89 3026120197 京都府 株式会社北村鉄工所 6130001010319
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

京都信用金庫

90 3026120201 京都府 株式会社こだま印刷所 3130001020774
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

京都中央信用金庫

91 3026120203 京都府 株式会社Ｋ．Ｎ通商 1160001004074
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

株式会社滋賀銀行

92 3026120204 京都府 株式会社谷テック 6130001037923
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

税理士法人京都経営

93 3026120209 京都府 株式会社よしむら 5130002019129
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

奥村能丈

94 3026120211 京都府 城陽メタル株式会社 4130001037909
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

アドバンスト・エム株式会社

95 3026120212 京都府 有限会社キャドック 4130002034847
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

京都北都信用金庫

96 3026120213 京都府 有限会社共同設計企画 2130002016120 有機ＥＬフレキパネル量産対応型ＡＯＩ装置の開発 村上純二

97 3026120216 京都府 株式会社カスノモーターサイクル 5130001014114
『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

公益財団法人京都産業２１



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

98 3026120217 京都府 竹野酒造有限会社 9130002033745
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

京都府商工会連合会

99 3026120218 京都府 サンプラスチックス株式会社 1122001009395
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

京都府商工会連合会

100 3026120219 京都府 株式会社堀田勝太郎商店 1130001033051
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

北川訓史

101 3026120220 京都府 有限会社丹後プラスティック 6130002033707
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

京都北都信用金庫

102 3026120222 京都府 株式会社加悦ファーマーズライス 2130001040781
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

京都北都信用金庫

103 3026120223 京都府 有限会社桑原鉄工所 8130002028886 大型鋸盤の導入による内製化および 鉄骨加工への挑戦 京都北都信用金庫

104 3026120224 京都府 株式会社朝陽 2120001156240 時代に合った物づくりを専用金型レスで高利益に挑戦！！ 守口門真商工会議所

105 3026120225 京都府 株式会社ベッセル福知山 2130001041276
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

京都北都信用金庫

106 3026120226 京都府 株式会社中野 8130001030819
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

京都信用金庫

107 3026120227 京都府 株式会社西谷通信工業 4130001043568 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 京都北都信用金庫

108 3026120228 京都府 株式会社ａｃｅＲＮＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 3130001061959
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

株式会社京都銀行

109 3026120229 京都府 有限会社上田製作所 9130002008417
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

税理士法人らくよう綜合研究所

110 3026120233 京都府 株式会社ファーマフーズ 5130001011549
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

辻本真也

111 3026120236 京都府 株式会社パックフォーミング 4130001028222
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

京都中央信用金庫

112 3026120238 京都府 株式会社ハンナ高圧工業 9122001006220 大型及び特殊なフランジの受注体制強化 株式会社りそな銀行

113 3026120239 京都府 株式会社真田 5130001027693
京都産「乾燥赤とうがらし」の新商品開発・製造・販売から商
圏拡大

山本雅文

114 3026120241 京都府 株式会社Ｒｏｓｎｅｓ 1130001028431 蛍光発光を用いた２板式内視鏡モジュールの開発 根井大樹

115 3026120243 京都府 太陽精工株式会社 8130001011083
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

明和マネジメント税理士法人

116 3026120245 京都府 あずきの里株式会社 4130001062626
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

京都北都信用金庫

117 3026120246 京都府 有限会社浅田電子 3130002028742
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

京都北都信用金庫

118 3026120248 京都府 株式会社ルシエール・ジャパン 4130001008876
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

京都商工会議所

119 3026120251 京都府 有限会社伏見紙技 4130002026844
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

京都信用金庫

120 3026120253 京都府 株式会社横井製作所 2130001033232
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

株式会社滋賀銀行

121 3026120259 京都府 塚田紙業株式会社 4130001030269
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

京都信用金庫

122 3026120260 京都府 株式会社金山精機製作所 5130001012506
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

奥村能丈

123 3026120267 京都府 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 京都信用金庫

124 3026120269 京都府 株式会社渡辺義一製作所 3130001023232 リーフディスクフィルターの高度化事業 京都商工会議所

125 3026120275 京都府 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

京都北都信用金庫

126 3026120281 京都府 ＮＫＥ株式会社 5130001007919
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

糸島貴裕

127 3026120283 京都府 株式会社キョークロ 4130001012580
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

重田公啓

128 3026120284 京都府 Ｂｉｏｗｏｒｋｓ株式会社 1011001107897
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

公益財団法人京都産業２１

129 3026120288 京都府 株式会社マイオリッジ 8130001058117 統合型ＩｏＴシステムによるｉＰＳ心筋細胞生産性の向上 公益財団法人京都高度技術研究所

130 3026120295 京都府 ＪＯＨＮＡＮ株式会社 3130001032670
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

日本クレアス税理士法人

131 3026120299 京都府 堀金箔粉株式会社 6130001022520
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

株式会社みずほ銀行

132 3026120303 京都府 株式会社磯野開化堂 1130001063040
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

宮津商工会議所

133 3026120309 京都府 ホーセック株式会社 7130001015630
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

京都中央信用金庫

134 3026120317 京都府 株式会社シネマ工房 3120001149755
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

酒井敏行

135 3026120318 京都府 株式会社アクトリー 7130001032279
成形条件研究体制を活かした医療機器部品に専門特化す
る製造体制確立

京都信用金庫

136 3026120332 京都府 有限会社Ｚａｈｎ 7130002022510
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

アイアンドアイ株式会社


