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受付番号 都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

26210298 京都府 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 京都銀行　西院支店

26210302 京都府 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 京都銀行　峰山支店

26210305 京都府 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 株式会社エフアンドエム

26210306 京都府 日本ポリマー産業株式会社 リサイクル炭素繊維製不織布材料の開発 京都銀行　摂津支店

26210307 京都府 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」

公益財団法人京都産業
21

26210308 京都府 三洋機工株式会社 横型マシニングセンター導入による多品種小ロット部品製造対応 京都銀行　吉祥院支店

26210310 京都府 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 城陽商工会議所

26210311 京都府 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 米田会計事務所

26210312 京都府 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

京都信用金庫　東山支
店

26210313 京都府 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 税理士早川嘉美事務所

26210314 京都府 株式会社京スパ 「曲げ成形設備の開発・導入」 京丹波町商工会
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26210315 京都府 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
京都中央信用金庫　向
島支店

26210317 京都府 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

NBMコンサルティング株
式会社

26210318 京都府 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

京都中央信用金庫　八
条口支店

26210319 京都府 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

京都銀行　西院支店

26210320 京都府 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

滋賀銀行　山科支店

26210321 京都府 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 矢野嚴税理士事務所

26210322 京都府 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
京都信用金庫　園部支
店

26210324 京都府 株式会社Eサーモジェンテック 効率回収が可能熱源パイプ排熱の高な熱電発電モジュールとその応用
京都中央信用金庫　東
寺支店

26210328 京都府 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
公益財団法人京都高度
技術研究所

26210329 京都府 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
公益財団法人京都産業
21

26210330 京都府 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
税理士法人川嶋総合会
計

26210333 京都府 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
アドバンスト・エム株式
会社

26210334 京都府 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 税理士法人広瀬



26210335 京都府 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】

公益財団法人京都産業
21

26210338 京都府 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

公益財団法人京都産業
21

26210340 京都府 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 京都銀行　久世支店

26210341 京都府 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 京都商工会議所

26210344 京都府 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

京都銀行　宇治支店

26210345 京都府 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
福永会計事務所　福永
義昭

26210346 京都府 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

京都信用金庫　久御山
支店

26210347 京都府 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 京都銀行　本店営業部

26210350 京都府 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

南都銀行　真美ヶ丘支
店

26210351 京都府 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
公益財団法人京都産業
21

26210355 京都府 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 ひかり税理士法人

26210361 京都府 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

京都銀行　西山科支店

26210364 京都府 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 京都銀行　大宮支店



26210371 京都府 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。

公益財団法人京都産業
21

26210372 京都府 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

杉田公認会計士　杉田
徳行

26210379 京都府 株式会社リベックス フルアブソリュートロッドセンサの性能測定装置の開発
京都信用金庫　西大路
支店

26210382 京都府 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 石原　豊

26210383 京都府 株式会社清水製作所
ワイヤカット機導入による、短納期化、低コスト化、高精度化による生産
プロセス強化

池田泉州銀行　京都支
店

26210384 京都府
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
京都信用金庫　上鳥羽
支店

26210385 京都府 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

京都信用金庫　朱雀支
店

26210386 京都府 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
京都信用金庫　三条支
店

26210390 京都府 株式会社コンピューテックス 組込みソフトウェア開発企業向け動的テストツールの開発
京都信用金庫　東山支
店

26210391 京都府 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
公益財団法人京都高度
技術研究所

26210393 京都府 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

京都銀行　吉祥院支店

26210394 京都府 株式会社京都マテリアルズ 最先端表面改質法による高耐久性精密金型の開発
公益財団法人京都高度
技術研究所

26210395 京都府 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
京都信用金庫　くずは支
店



26210396 京都府
株式会社京都薄膜応用技術
研究所

フィルムへのRTR連続成膜における誘電体薄膜の高速成膜法の開発
池田泉州銀行　京都支
店

26210398 京都府 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
公益財団法人京都産業
21

26210400 京都府 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
京都信用金庫　吉祥院
支店

26210401 京都府 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
京都信用金庫　西山科
支店

26210403 京都府 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 京都銀行　久世支店

26210404 京都府
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

京都中央信用金庫　駅
前支店

26210405 京都府 南栄鍍金株式会社
生産プロセス見直しによる多品種少量生産と大量生産を同時実現した
生産性向上と低価格化対応

京都銀行　東九条支店

26210408 京都府 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
西山茂税理士事務所
西山　茂

26210409 京都府 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 京都銀行　吉祥院支店

26210414 京都府 明立電機株式会社 間欠運転型水耕栽培装置 久御山町商工会

26210415 京都府 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

藤田巖税理士事務所
藤田　巖

26210420 京都府 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 京都銀行　向日町支店

26210421 京都府 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

京都銀行　淀支店



26210424 京都府 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
京都中央信用金庫　向
島支店

26210431 京都府 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

京都銀行　山科支店

26210432 京都府 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 アイマーク税理士法人

26210433 京都府 クロイ電機株式会社 養殖光設備事業計画 京都銀行　本店営業部

26210434 京都府 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
京都信用金庫　向日支
店

26210436 京都府 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 安田有一

26210439 京都府 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 京丹後市商工会

26210440 京都府 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
京都銀行　西五条企業
会館支店

26210441 京都府 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。

京都銀行　東大阪支店

26210442 京都府 株式会社富士電工
多品種少量生産と高性能を兼ね備えたLED照明器具天板とセード試作
開発

京都信用金庫　長岡支
店

26210443 京都府 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
公益財団法人京都産業
21

26210444 京都府 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
公益財団法人京都産業
２１

26210445 京都府 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

商工組合中央金庫　梅
田支店



26210446 京都府 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 京都銀行　大井支店

26210447 京都府 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
南都銀行　宇治大久保
支店

26210449 京都府 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

京都信用金庫　九条支
店

26210452 京都府 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
京都中央信用金庫　吉
祥院支店

26210454 京都府 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 京都銀行　西院支店

26210455 京都府 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
アドバンスト・エム株式
会社

26210457 京都府 株式会社アルバス 訪問介護業者向けヘルパー支援システムの開発 京都銀行　吉祥院支店

26210458 京都府 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。
公益財団法人京都産業
21

26210460 京都府 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
京都中央信用金庫　久
我支店

26210461 京都府 株式会社京都紋付
洋装事業でのデザイン力、加工技術を応用し、世界最高レベルの「深黒
染」技術を活かした洋装風着物の開発、製造、販売。

公益財団法人京都高度
技術研究所

26210463 京都府 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
京都信用金庫　西大路
支店

26210464 京都府 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 糸島　貴裕

26210466 京都府 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 滋賀銀行　山科支店



26210467 京都府 佐井鋼株式会社 専用工場と切断機新設による鋼材当日配達事業の新規立ち上げ 京都銀行　吉祥院支店

26210472 京都府 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 京都商工会議所

26210474 京都府 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 京都あおい税理士法人

26210476 京都府 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 滋賀銀行　山科支店

26210477 京都府 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

中野公認会計士事務所

26210478 京都府 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
FMBコンサルタンツ株式
会社

26210481 京都府 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
京都信用金庫　東山支
店

26210484 京都府 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

京都商工会議所

26210488 京都府 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
公益財団法人京都高度
技術研究所

26210491 京都府 株式会社サンエムカラー UVインキローラのグレーズ自動洗浄機と洗浄液の開発 今尾　元彦

26210494 京都府 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 税理士法人京都経営

26210496 京都府 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 長岡京市商工会

26210498 京都府 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
公益財団法人京都高度
技術研究所



26210500 京都府 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

京都信用金庫　壬生支
店

26210503 京都府 山城繊維工業株式会社
自動車用エアバッグ（PA66不織布シリコンコート）の製造時に発生する
打ち抜き屑をマテリアルリサイクルして再資源化する事業

北陸銀行

26210506 京都府 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

京都信用金庫　久御山
支店

26210510 京都府 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 京都銀行　田辺支店

26210511 京都府 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 京田辺市商工会

26210513 京都府
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 京都銀行　高野支店

26210515 京都府 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

隅田守税理士事務所
隅田　守

26210516 京都府 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

京都中央信用金庫　十
条支店

26210518 京都府 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 滋賀銀行　四ノ宮支店

26210519 京都府 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
公益財団法人京都高度
技術研究所

26210520 京都府 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－

京都中央信用金庫　山
科中支店

26210527 京都府 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

京都信用金庫　西大路
支店

26210528 京都府 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

税理士法人今西総合会
計



26210529 京都府 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

税理士法人今西総合会
計

26210530 京都府 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 長岡京市商工会

26210531 京都府 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 中央綜合税理士法人

26210532 京都府 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。

今西総合会計

26210534 京都府 成和サプライ株式会社 高病原性鳥インフルエンザ対策用オゾン発生装置の試作品開発
株式会社成岡マネジメ
ントオフィス

26210535 京都府
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

城陽商工会議所

26210536 京都府 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

八幡市商工会

26210538 京都府 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。

株式会社MHCアドバイ
ザリーサービス

26210539 京都府 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

FMBコンサルタンツ株式
会社

26210540 京都府 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。

京都銀行　小倉支店

26210543 京都府 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

京丹後市商工会

26210545 京都府 株式会社渡辺商事 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 藪壽人

26210547 京都府 小阪金属工業株式会社 高性能EVスポーツカー用アルミフレームの高精度量産技術の確立 京都銀行　東舞鶴支店



26210551 京都府 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

京都中央信金　向島支
店

26210552 京都府 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 京都信金　吉祥院支店

26210557 京都府 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

京都信金　田辺支店

26210559 京都府 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 京都信金　西山科支店

26210565 京都府 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 京丹後市商工会

26210569 京都府 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

公益財団法人京都産業
21

26210573 京都府 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
京都中央信金　吉祥院
支店

26210574 京都府 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 京都信金　城陽支店

26210581 京都府 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

京丹後市商工会

26210584 京都府 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
公益財団法人京都産業
21

26210587 京都府 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。 八幡市商工会

26210588 京都府 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。

八幡市商工会


