


●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒600-8408

京都市下京区東洞院通五条上る深草町575番地4

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

税務相談

税務申告

税務調査対応

経営、人事相談

事業計画策定

マネジメントゲーム

の開催

ＴＯＣ研修の開催

●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒604-8432

京都市中京区西ノ京南原町６４

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

木工・プラスチック加

工機械・工具・販売・

修理・省力化機械設計

施工・刃物販売及び

研磨加工

各種刃物の再研磨

木工機械の販売＆修理

機械改良、ラインの省

力化、機械刃物販売

サービス業
洛央税理士法人
https://www.rakuo.jp/
京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

当事務所は、大正15年に創業し、90年

続いている税理士事務所です。設立当初より

「お客様を大切にする」サービスを心がけて

います。税金に関するご相談の他、

社労士事務所の併設により人事労務に関する

問題もワンストップで対応します。

075-351-8449

075-351-8449

office@rakuo.net
岡田　孝治

サービス業
有限会社上野機械工具
http://ueno-kikou.com/
京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

「プラスチック用」刃物の研磨技術に自信が

あります。研磨の精度が高く美しい切れ肌

となります。また，超硬の面粗度が細かく、

永い期間にわたり綺麗に切れます。

「アルミ・黄銅用」刃物の再研磨技術も得意

としています。

075-821-3137

075-821-3138

n-info@ueno-kikou.com

上野　宏行

https://www.rakuo.jp/
https://www.rakuo.jp/
mailto:office@rakuo.net
mailto:office@rakuo.net
https://www.rakuo.jp/
mailto:office@rakuo.net


●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒615-8073

京都府京都市西京区桂野里町5-52

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

伝統的な京都型石碑や

デザイン墓・永代供養

墓など、お客様の

ご要望に応じて

ご提案いたします。

●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒600-8186

京都市下京区東洞院通花屋町下る富田町365

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

JR京都駅より北へ

700メートル、徒歩

約10分。新京極・祇

園方面へは自動車で

約10分。京都名所め

ぐりの出発点としても

最適です。全室和室で

落ち着いた雰囲気

です。

サービス業
株式会社ヨシコ・コーポレーション
yoshiko.co.jp
京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

建墓から仏事まで、お墓に関するあらゆる供養を

トータルでフォローさせていただきます。

075-392-0381

075-391-0337

info@yoshiko.co.jp
中川壯一

サービス業
有限会社 たき川旅館本館
http://takigawa-ryokan.jp/
京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

みちたりた古都の雰囲気　心をこめたおもて

なしで、しみじみと京の良さを味わっていた

だける古都にふさわしい家庭的なお宿です。

JR京都駅より徒歩１０分でアクセスがとて

も便利、アットホームな雰囲気でおもてなし

いたします。

075-351-7040

075-351-4359

t.ryokan@topaz.ocn.ne.jp

滝川　敦之

mailto:info@yoshiko.co.jp
mailto:info@yoshiko.co.jp
mailto:info@yoshiko.co.jp


●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒604-8161

京都市中京区烏丸通六角上ル饅頭屋町608番地

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

･葬祭式場のブライト

ホールを京滋地区に

8ヵ所52式場展開。

・90名の葬祭ディレ

クターがご遺族をしっ

かりサポートします。

・多彩な葬儀プランで

お客様にぴったりの葬

をプロデューサーいた

します。

●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒604-8117

京都府京都市中京区堺町通六角北東角

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

・1泊2食付のご宿泊

・1泊朝食付のご宿泊

・素泊まりでのご宿泊

お部屋は通常客室から

特別室までいくつかの

タイプがございます。

ご宴会はお鍋なら

100名様まで、懐石

料理なら80名様まで

広間で対応可能です。

サービス業
株式会社 公益社
https://www.koekisha-kyoto.com/
京都中央葬祭業協同組合青年部

①こだわりコメント

1938年創業の当社は昨年80周年を迎え

ることができました。私たちは、創業以来

ご遺族に寄り添うことを一番大切にしてきま

した。また地域の皆様になくてはならない存

在でありたいと強く願っています。これから

もお客様のためにサービスを磨いて参ります

075-221-400

075-241-0420

info@koekisha-kyoto.com

松尾誠一

サービス業
旅館こうろ
https://www.kohro.com/
京都府旅館ホテル生活衛生同業組合青年部会

①こだわりコメント

京都市内の中心部に立地する旅館です。

どの方面の観光にも交通便利です。また旅館

周辺にも話題のお店など見どころがたくさん

ございます。当館の自慢はお料理です。お鍋

料理から懐料理まで多数そろえております。

ご宿泊の他、ご宴会のみでもご利用下さい。

075-221-7807

075-221-7649

info@kohro.com
北原達馬

https://www.kohro.com/
https://www.kohro.com/
mailto:info@kohro.com
mailto:info@kohro.com
https://www.kohro.com/
mailto:info@kohro.com


●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒600-8216

京都市下京区不明門通七条下る東塩小路町711

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

宿泊

宴会

会議等貸しスペース

●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒605-0082

京都府京都市東山区花見小路新門前角

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

■ご昼食

2,000円・3,000円

5,000円

■ご宴会

（例）「舞妓と京の雅」

15,000円（10名様以上）

■ご宿泊

22,000円（一泊二食付）

サービス業
ひふみ旅館
http://www.kyoto-hifumi.co.jp
京都府旅館ホテル生活衛生同業組合青年部会

①こだわりコメント

京都駅より徒歩３分、

静かな佇まいの旅館です。

宿泊はもちろん、

宴会もお承り致します

075-371-1238

075-343-0717

info@kyoto-hifumi.co.jp
籠　頌平

サービス業
祇をん新門荘
https://www.shinmonso.com
山内理江

①こだわりコメント

祇園白川の畔にたたずむ当館はご昼食や夜の

ご宴会など地元の皆様からも愛される宿として

創業70年を迎えました。「料理旅館」として

必ずご満足いただけるクオリティを大切にしな

がらも、夏季は屋上で「舞妓とビアガーデンの

夕べ」を開催するなど様々なプランをご用意。

075-561-8011

075-561-8178

r_yamauchi@shinmonso.com
山内理江

http://www.kyoto-hifumi.co.jp/
http://www.kyoto-hifumi.co.jp/
mailto:info@kyoto-hifumi.co.jp
mailto:info@kyoto-hifumi.co.jp
https://www.shinmonso.com/
https://www.shinmonso.com/
mailto:r_yamauchi@shinmonso.com
mailto:r_yamauchi@shinmonso.com
http://www.kyoto-hifumi.co.jp/
mailto:info@kyoto-hifumi.co.jp
https://www.shinmonso.com/
mailto:r_yamauchi@shinmonso.com


●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒616-8304

京都府京都市右京区嵯峨広沢南野町73-5

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

・　一級建築士

・　既存住宅状況調査

　　技術者

・　一般耐震技術

　　認定者

・　一級土木施工

　　管理技士

・　甲種火薬類取扱

　　保安責任者

●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒615-0903

京都市右京区梅津堤下町６

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

工場の受変電設備

改修、２次側低圧配線

工事、機械移動による

配線繋ぎ込み、特別高

圧受電からの送り受変

電設備改修、行政関連

電気工事、電話、

ＬＡＮ、防犯カメラ、

自火報説備、ＬＥＤ

照明取り換え等

住まい
笠井建設株式会社
https://www.kasaikensetsu.com/
京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

建築工事業を生業として50年目

住宅・事業所・社寺等、多様な建築を

手掛けてまいりました。

お客様と膝を合わせて丁寧にものづくりを

していくことを得意としております。

075-871-2428

075-871-2409

info@kasaikensetsu.com
笠井博有

住まい
株式会社 西田電機商会

京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

電機工事業として、「電気を照らし、お客様

の幸せを照らし、自社の幸せも照らす」を理

念に、若い社員と明るい社風で、会社全体で

お客様も共感できる「良い仕事」を常に心が

けています。

075-881-0487

075-882-8237

nishida@nishidadenki.com

西田　博一

https://www.kasaikensetsu.com/
https://www.kasaikensetsu.com/
mailto:info@kasaikensetsu.com
mailto:info@kasaikensetsu.com
https://www.kasaikensetsu.com/
mailto:info@kasaikensetsu.com


●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒604-0832

京都府京都市中京区間之町通二条下る鍵屋町471-1

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

【取扱品目】

建築・工業・木工塗料

防水材・シーリング材

塗装用具・養生資材

第４類危険物

毒物劇物特定品目

国内主要塗料メーカー

取り扱っております

●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒602-8415

京都市上京区大宮通寺之内上る前之町450

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

●営業内容●

新築、改修、店舗など

建築塗装一式

吹付工事一式

●資格●

明日の名工

1級建築塗装技能士

1級鋼橋塗装技能士

有機溶剤作業主任者

職長・安全衛生責任者

住まい
株式会社 京英商会

京都塗料商業協同組合こだま会

①こだわりコメント

◇京都市中京区の塗料販売店です◇

お家の塗替えリフォーム・リノベーション、

壁・床・屋根を塗り替えたい等、塗料に

関するご相談があれば、気軽にご連絡下さい

京都府内の安心の塗装店も無料にて

ご紹介させていただきます。

075-241-4116

075-256-2466

kyouei4116@sunny.ocn.ne.jp
作屋 篤史　０９０－９６１３－００２８

住まい
河津塗装店

京都府塗装工業協同組合　青年部

①こだわりコメント

京都西陣に店を構える塗装屋です。

建築塗装、吹付の専門業者です。

すべての依頼にまごころでお答えします。

塗替え相談　見積り無料です。

075-432-3970

075-417-4305

kawazutosoten.0925@nifty.com
河津　鉄也

mailto:kyouei4116@sunny.ocn.ne.jp
mailto:kyouei4116@sunny.ocn.ne.jp
mailto:kawazutosoten.0925@nifty.com
mailto:kawazutosoten.0925@nifty.com
mailto:kyouei4116@sunny.ocn.ne.jp
mailto:kawazutosoten.0925@nifty.com


●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒601-8361

京都府京都市南区吉祥院石原東之口2

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

牛・豚枝肉、牛・豚

内臓、牛・豚部分肉

加工を取扱っています

最新の設備で、HA

CCPを導入し、東南

アジアを始め、対米

対EUへの輸出を

目指しております。

●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒605-0015

京都市東山区東大路三条下る3丁目南木之元町536番地の2

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

看板商品の山城乃里、

上り漬(胡瓜のしば漬)

をはじめ、千枚漬、丸

すぐき等、伝統の味は

もちろん、黒い漬物

なにこれ漬（佃煮風漬

物）や、ぷるぷるトマ

ト、アスパラ」など、

一風変わったお漬物も

ご用意しております。

食関係
京都食肉市場株式会社
http://www.kyoto-meat-market.co.jp/
京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

全国から厳選した牛・豚をと畜・解体・せり

をしている、京都市中央食肉市場内にある

会社です。平成30年に新施設に建替え、

より衛生的な処理が出来るようになりま

した。安全安心新鮮な食肉を市民の皆様

に提供してまいります。

075-681-8781

075-681-2417

info@kyoto-meat-market.co.jp
坂井利行

食関係
有限会社 田中漬物店
https://www.tanakatsukemono.com/
京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

田中漬物舗として京都・東山で明治44年

からのれんを守っている当店は、円山公園

（八坂神社）と平安神宮のちょうど中間に

位置し、お客様に喜ばれる「つけもん（漬物)」

づくりに日々、精進しています。

075-561-2928

075-561-9500

info@tanakatsukemono.com

岸　義人

http://www.kyoto-meat-market.co.jp/
http://www.kyoto-meat-market.co.jp/
mailto:info@kyoto-meat-market.co.jp
mailto:info@kyoto-meat-market.co.jp
http://www.kyoto-meat-market.co.jp/
mailto:info@kyoto-meat-market.co.jp


●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒601-1241

京都府京都市左京区大原勝林院町58

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

赤志ば

きざみ赤志ば

紫蘇巻きらっきょう

赤紫蘇梅干し

すぐき

千枚漬け

●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒602-8305

京都市上京区千本通り寺之内下がる花車町473

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

昔ながらの発酵漬物

である古漬けの製造。

新鮮な野菜を塩漬し、

だしで本漬した浅漬の

製造。

食関係
志ば久
http://shibakyu.jp
京都府漬物協同組合　青年部会

①こだわりコメント

自家栽培、京都大原産赤紫蘇を使用した

京都・伝統漬物「志ば漬」をはじめ、

その季節の旬の京漬物を漬けています。

075-744-2226

075-744-3022

hajime_kubo.sb9@coast.ocn.ne.jp
久保　統（はじめ）

食関係
株式会社児嶋商店
http://honkekojima.co.jp
京都府漬物協同組合青年部会

①こだわりコメント

京都、西陣にて百年以上、漬物の製造販売を

行っております。美味求真を座右の銘に

昔ながらの製法を頑なに守り、さらに

新しい風味を追い求めております。

075-461-2277

075-461-2210

kojima@honkekojima.co.jp
児嶋秀敏

http://shibakyu.jp/
http://shibakyu.jp/
mailto:hajime_kubo.sb9@coast.ocn.ne.jp
mailto:hajime_kubo.sb9@coast.ocn.ne.jp
http://honkekojima.co.jp/
http://honkekojima.co.jp/
mailto:kojima@honkekojima.co.jp
mailto:kojima@honkekojima.co.jp
http://shibakyu.jp/
mailto:hajime_kubo.sb9@coast.ocn.ne.jp
http://honkekojima.co.jp/
mailto:kojima@honkekojima.co.jp


●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒600-8377

京都市下京区大宮通五条上る上五条町394

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

築100年を越す京町

家で創業以来の味を

守り続ける京漬物の

老舗。大量生産によ

らない職人が丹念に

漬け込む自慢の京漬

ものを京町家の風情

を感じながら、お楽し

みください。

　

●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒600-8491

京都市下京区室町通綾小路上る480番地オフィスワン四条烏丸1104

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

テナントリーシング、

不動産販売、売買仲介

不動産（テナント、マ

ンション）、賃貸ビル、

マンション管理、メン

テナンス、住宅・店舗

建て替え、リフォーム、

不動産・資産活用コン

サルティング

食関係
株式会社　川勝總本家
https://www.kawakatu.com/
京都府漬物協同組合　青年部会

①こだわりコメント

「愛はひとづくり、汗はものづくり。この両

面において尽力を続ければ、社会から必要と

される会社になる。」という初代の掲げた

企業理念のもと地道な試行錯誤の

蓄積を土台にすべてに善を尽くす努力を

怠らず、漬ものづくりに励んでおります。

075-841-0131

045-841-0645

info@kawakatu.co.jp
川勝　隆義

暮らし
株式会社 グローバルエステート
http://www.or2.fiberbit.net/global/company.html
京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

京都市内を中心に、京都と東京の不動産を扱

っています。相続に関するご相談、不動産の

有効利用、不動産の処分等も承っています。

お客様のニーズにあった総合的な判断により

問題解決にあたります。

075-344-0188

075-344-0228

global@or2.fiberbit.net

宮本　幸浩

https://www.kawakatu.com/
https://www.kawakatu.com/
mailto:info@kawakatu.co.jp
mailto:info@kawakatu.co.jp
https://www.kawakatu.com/
mailto:info@kawakatu.co.jp


●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒616-8062

京都市右京区太秦安井春日町11

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

商品：

分析装置部品

医療機器部品

半導体・液晶装置部品

産業機器部品等

設備：

マシニング

NC旋盤

NCﾌﾗｲｽ

汎用旋盤

●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒601-8316

京都府京都市南区吉祥院池の内町15-4

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

真空容器・設備

自動省力化機器部品

車輌部品　他

カシメ機関連

門型マシニング

　3000*1600

横型マシニング

その他

製造・加工技術
(有)清水製作所
http://www.shimizu10.sakura.ne.jp/
京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

精密機械加工・金属切削加工業です。

旋盤・フライス加工から、表面処理・溶接等

材料の調達から加工後の検査まで製品として

責任を持って納品いたします。

075-811-0828

075-802-2566

shimizu5@trust.ocn.ne.jp
清水　達郎

製造・加工技術
株式会社　協進精機

京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

大型機械加工をはじめ縦横無尽で高精度な

ＭＣ切削、アーク溶接・ろう付けなどの

溶接加工。そして熟年の手による仕上げに

よる一貫生産と、先進機器による検査を

行っています。大型から極小までの精密部品

は、多少種小ロットで受注・設計・生産・組立可能

075-661-2323

075-661-7434

megumi.o@kyoshin-seiki.co.jp
岡野　恵美

http://www.shimizu10.sakura.ne.jp/
http://www.shimizu10.sakura.ne.jp/
mailto:shimizu5@trust.ocn.ne.jp
mailto:shimizu5@trust.ocn.ne.jp
mailto:megumi.o@kyoshin-seiki.co.jp
mailto:megumi.o@kyoshin-seiki.co.jp
http://www.shimizu10.sakura.ne.jp/
mailto:shimizu5@trust.ocn.ne.jp
mailto:megumi.o@kyoshin-seiki.co.jp


●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒611-0041

京都府宇治市槙島町一町田1

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

ワイヤー放電加工機の

導入により複雑な形状

の加工も実現しました。

●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒601-8122

京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町15番地

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

アルミ、ステン

スチール等精密板金は

お任せください。

製造・加工技術
株式会社 川口精機製作所

京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

当社はボルト・ナット及び自動車等の部品を

作る各種フォーマーの工具を製作しておりま

す。

0774-23-2221

0774-23-2977

kawaguchi-seiki@poem.ocn.ne.jp

川口　篤史

製造・加工技術
株式会社　　村上製作所
http://www.murakami-ss.co.jp/
京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

私達は常にお客様に満足を提供できるよう

誠意をもって日々の仕事に取り組んでいます

「より良い製品をより安く」供給できるよう

省力化、機械化に努め、そして多様なニーズ

にお答えするため今後も技術の向上に

励んでまいります。

075-672-4355

075-672-1689

toshikatu.murakami@murakami-ss.co.jp
村上　幸総

http://www.murakami-ss.co.jp/
http://www.murakami-ss.co.jp/
mailto:toshikatu.murakami@murakami-ss.co.jp
mailto:toshikatu.murakami@murakami-ss.co.jp
http://www.murakami-ss.co.jp/
mailto:toshikatu.murakami@murakami-ss.co.jp


●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒601-8329

京都市南区吉祥院清水町25

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

主力製品は半導体・

液晶製造装置向けの

金属切削部品になり

ますが、金属、非鉄を

問わず削れる物であれ

ご要望通りのカタチ

してみせます！

●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒600-8896

京都市下京区七条西石ヶ坪町７番地の２

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

事務用印刷

商用印刷

輪転印刷機

デジタル印刷機

計７台

製造・加工技術
瀬川金属工業株式会社
http://nissin.or.jp/wordpress/?p=714
京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

金属加工に関しては、協力企業との連携を密に

しグループ化を図り、一貫受注生産体制で

管理し、あらゆるお客様の要望に確実に対応

致します。

075-681-9731

075-681-9732

t.segawa@segawakinzoku.co.jp
瀬川　孝義

製造・加工技術
桜栄印刷株式会社
http://www.oa-print.com/
京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

お客様が本当に望んでいるのは、

印刷物自体ではなく、

その先にあると思います。

075-313-6681

075-313-6852

oa-print@violin.ocn.ne.jp
中西厚詞

http://nissin.or.jp/wordpress/?p=714
http://nissin.or.jp/wordpress/?p=714
mailto:t.segawa@segawakinzoku.co.jp
mailto:t.segawa@segawakinzoku.co.jp
http://www.oa-print.com/
http://www.oa-print.com/
mailto:oa-print@violin.ocn.ne.jp
mailto:oa-print@violin.ocn.ne.jp
http://nissin.or.jp/wordpress/?p=714
mailto:t.segawa@segawakinzoku.co.jp
http://www.oa-print.com/
mailto:oa-print@violin.ocn.ne.jp


●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒601-8171

京都府京都市南区上鳥羽川端町58番の1

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

プラスチック銘板

　　　　表示板、看板

プラスチック加工全般

　・絶縁板（カバー）

　・部品加工

　（施盤、フライス）

・塩ビ溶接～曲げ加工

●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒621-0021

京都府亀岡市曾我部町重利24-1

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

主力製品は、重電機器

メーカー様向けの切削

加工品となります。

近年は機械構造用部品

も手掛けております。

また、多種多様な材質

に対応が可能です。

製造・加工技術
株式会社　小山製作所

京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

安心・誠実・迅速

社員共々、お客様と共に笑顔溢れる会社。

プラスチックの事なら何でもご相談下さい。

075-694-1201

075-694-1221

kms-jusiya@triton.ocn.ne.jp
小山　　善史

製造・加工技術
株式会社　Ｎ．Ｐ．Ｆ．

京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

少数精鋭で、新設・丁寧・迅速な対応を

心がけております。

また、協力企業との連携のもと素材調達から

表面処理・熱処理まで一貫した受注体制を

取っております。

0771-22-6711

0771-22-6612

nkmrakhk1968@zeus.eonet.ne.jp
中村

mailto:kms-jusiya@triton.ocn.ne.jp
mailto:kms-jusiya@triton.ocn.ne.jp
mailto:nkmrakhk1968@zeus.eonet.ne.jp
mailto:nkmrakhk1968@zeus.eonet.ne.jp
mailto:kms-jusiya@triton.ocn.ne.jp
mailto:nkmrakhk1968@zeus.eonet.ne.jp


●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒612-8404

京都市伏見区深草向川原町39-3

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

プラスチック成形業

（射出成形）

●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒601-8342

京都市南区吉祥院東前田町59

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

クリーンルームや

三次元測定機など

加工・組立環境・

検査設備等も

整えています。

製造・加工技術
京進樹脂工業 株式会社

京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

小ロット生産から大ロット生産まで細やかな

サービスでお客様のニーズに対応します。

075-641-8522

075-642-9555

yasu-ni@msf.biglobe.ne.jp

安岡　孝

製造・加工技術
株式会社山本精機製作所
http://www.yamamotoseiki.com/
京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

加工・購入品調達・組立・配線・調整まで

一貫して行います。

075-671-5315

075-681-6791

info@yamamotoseiki.com

山本



●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒601-8304

京都市南区吉祥院前河原町21

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

我社の製品は、半導体

製造装置、医用機器、

情報処理機器、食品

関連機器、工作機械、

恒温槽などに使用され

ています。

●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒613-0013

京都府久世郡久御山町田井新荒見266-1

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

産業機器部品

分析装置部品

航空機器部品

医療機器部品

半導体機器部品

制御盤筐体

等々

製造・加工技術
株式会社 内田製作所
http://www.kkuchida.co.jp/
京都市青年経営研究会

①こだわりコメント

精密板金加工・製缶加工を行う会社です。

切断から溶接仕上げまで一貫した生産体制で

指先にのる様な小さなものから、制御盤のよ

うな大きなものまで対応しております。

メッキ・塗装等の表面処理まで施した状態で

の納入も可能です。

075-313-8877

075-312-9319

yukikazu@kkuchida.co.jp

内田　幸和

製造・加工技術
株式会社　コーシン
http://www.k-koshin.com
京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

当社は、創業時本業であったプレス加工から

多品種少量生産をメインとした精密板金加工

へと事業を転換し、各種産業機器部品を製造

してまいりました。打ち抜きから溶接まで

そして表面処理は協力業者で対応できます。

注文には柔軟に対応させてもらいます。

0774-44-6211

0774-44-6303

y-onda@kyoto-koshin.co.jp
恩田康弘

http://www.k-koshin.com/
http://www.k-koshin.com/
mailto:y-onda@kyoto-koshin.co.jp
mailto:y-onda@kyoto-koshin.co.jp
http://www.k-koshin.com/
mailto:y-onda@kyoto-koshin.co.jp


●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒602-0059

京都市上京区油小路通今出川上ル東入ル実相院町153

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

配電盤用電機器具や

モーター用部品を部品

加工から組立まで一貫

生産します。NC旋盤・

フライス・プレス等の

機械加工品は部品とし

ても納入可能です。メ

ッキ、塗装等の表面処

理もほどこしての納入

が可能です。

●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒601-8325

京都府京都市南区吉祥院八反田町7-1

●TEL

●Fax

●E-mail murata@pax-sawada.com
●担当者名

②商品・設備・技術等

段ボールケース、化粧

箱、その他包装資材の

企画・デザイン・設計

等、製造、販売

製造・加工技術
近藤製作所

京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

大正10年創業以来、技術に工夫を重ね、時

代のニーズに応えてまいりました。信頼され

る製品作りを念頭に部品加工から組立まで、

一貫して自社工場で生産できる体制を築き上

げました。試作品から量産品まで新しい時代

のニーズにこれからもお応えしてまいります。

075-441-5393

075-431-5851

kondo_yosihiro@ns-net.ne.jp

近藤　純弘

製造・加工技術
株式会社パックス・サワダ
http://www.pax-sawada.com/
京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

個装・軟包装から外装・重量物梱包まで「ト

ータルパッケージ」を扱い、人と器の

調和をテーマに、お客様と一緒に「パッケー

ジ」を創造していきます。

075-585-1135

075-681-5567

村田　哲三

http://www.pax-sawada.com/
http://www.pax-sawada.com/
mailto:murata@pax-sawada.com
http://www.pax-sawada.com/


●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒578-0901

東大阪市加納5丁目10-23

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

精密板金加工0.1mm

～16mmの板加工。

NCTターレットパン

チプレス、レーザーク

リーンカット、3次元

レーザー加工、パイプ

専用3次元レーザー、

各種曲げ加工、溶接

加工をしています。

●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒615-0097

京都市右京区山ノ内大町1

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

設備器械の組立が

主力事業です。

機械加工では

ギヤ・プーリー等の

歯切りの設備が

あります。

製造・加工技術
株式会社 タナカファクトリー
http://www.tanakaf.co.jp/
京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

常に最新設備を導入し、メカトロニクス、エ

レクトロニクス、ソフト技術の融合をはかり、

生産ラインの省力化、機械化を推進してきま

した。多様な領域で必要とされる高度な技術

力を蓄積し、お客様のご要望を満たせる信頼

性の高い製品づくりに取組んでおります。

072-889-6000

072-889-6001

tanaka@tanakaf.co.jp

田中　忠幸

製造・加工技術
有限会社　玉木製作所
https://www.tamaki-ss.com
京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

設計から据付まで一貫した体制があり

個別に設計・加工・組立のみの受注にも

対応いたします。

様々な要求に迅速に対応いたします。

075-811-5136

075-811-5137

tamaki@tamaki-ss.com
玉木　士朗

https://www.tamaki-ss.com/
https://www.tamaki-ss.com/
mailto:tamaki@tamaki-ss.com
mailto:tamaki@tamaki-ss.com
https://www.tamaki-ss.com/
mailto:tamaki@tamaki-ss.com


●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　〒 615-8143

京都市西京区樫原里ノ垣外町32

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒601-8394

京都市南区吉祥院中河原里北町17

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

ステンレス切削加工、

小径パイプ溶接、

ユニット組立

製造・加工技術
株式会社素久製作所
http://www.motohisa.jp/
京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

滋賀県彦根市の彦根工場、京都市伏見区の京
都工場と２つの生産拠点で、レーザー加工機３
台、ＮＣＴ３台などの設備を武器に、多品種少量
生産に対応したものづくりを行っています。2000
年8月にISO9001、2003年12月にKESステップ1認
証。高いレベルのQCD、環境に優しい企業を目
指しています。

075-391-3251

075-392-5170

info@motohisa.jp
野本浩司

平成28年度エネルギー
使用合理化等事業者支
援補助金を活用し、2016
年12月、彦根工場にアマ
ダ製ファイバーレーザー
加工ラインを導入、全工
場をLED照明、省エネ空
調に更新しました。多彩
な生産設備で、小物板金
部品から大型フレームま
で、板金・製缶製品を幅
広く製造しています。

製造・加工技術
株式会社 旭技研
http://asahi-giken.com/
京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

「切削・溶接・組立」の三つのプロセスをト

ータルにお引き受けできます。ステンレスの

加工、ステンレスの溶接、精密機器部品の金

属加工は最も得意とする分野です。高度な金

属切削加工・組立技術のご提供で、お客様の

オーダーにフレキシブルに対応します。

075-313-5525

075-313-8810

matsuyama-s@asahi-giken.com

松山　晋也

http://www.motohisa.jp/
http://www.motohisa.jp/
mailto:info@motohisa.jp
mailto:info@motohisa.jp
http://www.motohisa.jp/
mailto:info@motohisa.jp


●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒612-8496

京都市伏見区久我西出町3番15

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

当社は設計～据付まで

の一貫生産体制が最大

の強み。製作着手前、

途上などで問題が生じ

た場合でも、技術・調

達・組立・電機 各担

当者と連携を図り、一

番最適な方法、解決策

をお客様へ提案する取

組を行っております。

●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒606-8386

京都市左京区新丸太町通り仁王門下がる新丸太町59

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

理化学用ガラス

分析機器用ガラス

装飾用ガラス

バーナー加工

スリ研磨加工

製造・加工技術
株式会社 森川製作所
http://www.morikawass.co.jp/
京都市青年経営研究会

①こだわりコメント

1896(明治29)年10月、当社の創業

は、島津製作所二代目 島津源蔵翁に板金技

術を認められ京都川端三条東において板金を

主体とした理化学器械の製作をはじめました

123年前と同じモノづくりへの姿勢で前進

し、いまも同じ情熱を傾け続けています。

075-921-1235

075-931-3167

tmorikawa@morikawass.co.jp

森川　武夫

製造・加工技術
山口硝子製作所山口硝子製作所
http://www.yamaguchi-glass.com/
京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

ガラス職人による手作業のガラス加工に特化

してきました。機械化できない手作業の技術に

にこだわり、手作業でしか実現できない形状の

ガラス製品を社会に供給し続けてきました。

Q-品質・C-価格・D-納期・S-顧客対応の全て

を高いレベルに保ち続けることにより数多くの

お客様にご満足いただいております。

757712033

757511769

info@yamaguchi-glass.com
山口　誠

http://www.yamaguchi-glass.com/
http://www.yamaguchi-glass.com/
mailto:info@yamaguchi-glass.com
mailto:info@yamaguchi-glass.com
http://www.yamaguchi-glass.com/
mailto:info@yamaguchi-glass.com


●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒613-0036

京都府久世郡久御山町田井西荒見52

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

非鉄を加工するっ！

　接続導体

　引出端子

　冷却・放熱パネル

　冷却･放熱フィン

　電極版・集電番

試作品をすぐ作るっ！

　加工のコンビニ

　工作機械多種所有

　少量多品種対応

●業種
●社名
●URL
●青年部名

●住所　　　　　　　　　〒601-8144

京都市南区上鳥羽火打形町12番地

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

ROYBI750G

RYOBI680X

SM74-2

ポーラ断裁機

ホリゾン紙折機

アドビVer8-最新

UV印刷機を使いフ

ィルムや特殊紙にも

印刷したりもしてます

製造・加工技術
有限会社　山本製作所
http://www.monodukuri-kyoto.jp/company/%E6%9C
京都市青年経営者研究会

①こだわりコメント

銅をはじめ非鉄金属の加工はおまかせを。

銅ブスバーの加工が早い･きれい･安い！

銅管を変な形に曲げてます。

金属と樹脂の高精度の切削も行います。

銀蝋付け・半田付けもご用命ください。

加工厚さ　実績８μm～１５０mm

0774-41-6112

0774-41-6812

ryuyama@mub.biglobe.ne.jp

山本隆一

製造・加工技術
有限会社　森田美術印刷
https://www.mbi.co.jp
京都青年印刷人月曜会

①こだわりコメント

UV印刷機を導入し制作～印刷、加工まで

一貫し京都で一番の短納期を目指してます。

納期まで時間がない！等でお困りの時は

是非お気軽にご相談ください。

075-692-3131

075-672-8511

info@mbi.co.jp
森田　展行

https://www.mbi.co.jp/
https://www.mbi.co.jp/
mailto:info@mbi.co.jp
mailto:info@mbi.co.jp
https://www.mbi.co.jp/
mailto:info@mbi.co.jp


●業種
●社名
●URL
●青年部名

を提供しております。商品につきましては、

お客様オリジナルの商品なども作成させて

●住所　　　　　　　　　〒607-8322

京都市山科区川田清水焼団地町8-2

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

現代の生活にマッチ

した新しい器作りを

心がけております。

一般食器をはじめ、

オリジナルな記念品、

業務用食器など

お客様のニーズに

合わせた商品の提供を

させていただきます。

●業種
●社名
●URL
●青年部名

乾燥させた桐木に、胡粉を塗り重ね、

和紙を貼って仕上げました。

俵や稲など、細部にまでこだわりました。

●住所　　　　　　　　　〒６０４－０００２

京都市中京区夷川通室町西入鏡屋町５１-５

●TEL

●Fax

●E-mail

●担当者名

②商品・設備・技術等

京人形髪付から、あら

ゆる人形の修理・修復

まで手掛けている。

また、季節になると、

店舗には雛人形や

五月物など華やかに　

彩られる。

人形の修理・修復は、

随時受け付けている。

伝統産業
㈱和蘭
http://waran-kyoto.co.jp/
京都陶磁器卸商業協同組合青年部会

①こだわりコメント

昭和12年初代創業以来、約80数年、

今日まで京焼・清水焼の卸売業

を中心とし百貨店ならびに小売店に広く商品

頂いています。

075-591-2455

075-593-0461

waran@kyoyaki-w.jp
三谷　幸史

伝統産業
京人形師きまた

京人形青年会

①こだわりコメント

「豊かな実り」

京人形らしく、愛らしい雰囲気の人形です。

髪型も、子供らしい雰囲気に仕上げました。

（０７５）２３１－１８６３

（０７５）２３１－６０１３

hakuhou515@gaia.eonet.ne.jp
木股　博人

http://waran-kyoto.co.jp/
http://waran-kyoto.co.jp/
mailto:waran@kyoyaki-w.jp
mailto:waran@kyoyaki-w.jp
mailto:hakuhou515@gaia.eonet.ne.jp
mailto:hakuhou515@gaia.eonet.ne.jp
http://waran-kyoto.co.jp/
mailto:waran@kyoyaki-w.jp
mailto:hakuhou515@gaia.eonet.ne.jp
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