京都オスカークラブ会員企業
紹介冊子の発刊にあたって

オスカー認定制度
元気な中小企業をもっと元気に！
優れた事業計画（パワーアッププラン）により積極的に経営革新に取り組む中小企業を「オスカー認定」
し、
計画の実現に向けた継続的な支援を実施することで、
京都経済の中核を担う中小企業を育成します。
認定を受けること自体がアカデミー賞受賞に匹敵するほどの名誉となることを目指し、
「オスカー」と命

京都オスカークラブ 会長

野々内 達雄

平成の時代の幕が降り、令和という新しい時代を迎えました。
しかし、世界の政治経済はますます混沌とし、東アジアの一角にある日本も
刻々と変わる情勢に翻弄されている実態があります。さらに、これからの時代

名。後輩企業への指導的役割も期待されています。
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は AI が予想以上の速さで発展普及し、あらゆる業界で既成概念が覆ってしま
うことも十分予想されます。このような激動変化の時代にあって、私たちが住
んでいる京都では、1200年の歴史と文化を内包しながら、今も衰退することなく、あらゆる活動が展開さ
れ、今後も時代を超える文化の発信拠点として、国内外から、大きな期待が寄せられています。
京都オスカークラブは、時代を超える経営革新を実践実証してきた地域企業集団として、広く認知され
るところまで成長してきました。又門川市長のご支援のもと、京都市政との連携も進み、昨年より開催して
おります「京都オスカークラブ シンポジウム」においては、本年もさらに規模を拡大し、当会員企業はも
とより、京都市、地元金融機関、大学関係者そして、多くの大学生をお招きし、新しい京都地域企業文化
を発信しようとしております。
このような状況下、今般刷新された「京都オスカークラブ 紹介冊子」には会員企業の経営理念や企業
活動内容が記載され、信頼できる地域企業を各業界に紹介する媒体となり、会員諸兄には具体的なビジネス
のコラボレーションにもお役立ていただけることと確信しております。どうぞ、ご活用ください。
結びに、京都オスカークラブが地域に期待される企業集団としてさらに成長発展してゆくことを
心よりお祈り申し上げます。

京都市長
「アカデミー賞に匹敵するほどの名誉となることを目指す」。そんな高い志
を掲げて命名された「オスカー認定制度」も18年目を迎えました。この間、
実に多種多様な企業が認定され、その数は200社を超えています。

オスカー認定ロゴマーク
認定印判をモチーフにし、緻密に計算した網模様で京都の誇りとも言
える職人気質・由緒ある伝統産業のハイクオリティを表現しました。
接点にある丸点を中小企業に比喩し、点と点の連携により「大文字」に
なり、京都の中小企業の底力をこの土地から世界へ発信・羽ばたいて
いく、
というメッセージをビジュアル化しデザインしました。

京都オスカークラブ
「オスカー認定制度」の認定を受けた、京都経済の中核を担う中小企業の異業種交流団体です。様々な業種
の会員が互いの経験や技術、
情報等を交換・交流・連携する場を提供しています。
オスカークラブ役員（2019年6月末現在）
（敬称略）
会
長
副 会 長

高い技術力や革新的なアイデアを持ち寄って絶えず経営の革新に挑戦し、
地域経済を力強く支えてこられた貴クラブの会員の皆様の御活動は、まさに
オスカーの名にふさわしいものと存じます。野々内達雄会長をはじめとする歴代役員、並びに会員の皆様

会計幹事
幹
事

に深く敬意と感謝の意を表します。
昨年9月、京都の中小企業の皆様から発表された「京都・地域企業宣言」。本市もその理念に賛同し、
これまでの中小企業支援の考え方を一歩進め、地域企業の皆様を地域ぐるみ・市民ぐるみで応援する
「京都市地域企業の持続的発展の推進に関する条例」を制定しました。本市では、これからも地域企業
支援に一層力を尽くしてまいりますので、多くの皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
結びに、京都オスカークラブの会員企業の皆様のますますの御発展を祈念いたします。
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2 0 1 9 年4 月末現在
（敬称略・五十音順）

監 査 役
相 談 役

野々内 達雄 （近江屋ロープ株式会社 代表取締役社長）
市 川 克 一 （ミヤコテック株式会社 代表取締役社長）
奥
敏 郎 （秀和株式会社 代表取締役）
小 島 久 嗣 （共進電機株式会社 代表取締役）
三 輪 智 信 （株式会社三輪タイヤ 代表取締役）
大 東 利 幸 （大東寝具工業株式会社 代表取締役）
小 板 正 美 （美濃商事株式会社 代表取締役社長）
高 杉 政 一 （株式会社ケービデバイス 取締役会長）
田 中 峰 子 （株式会社冨田屋 代表取締役）
福 田 喜 之 （株式会社FUKUDA 代表取締役社長）
三橋
宏 （株式会社三橋製作所 代表取締役）
桺 本 依 子 （株式会社アナテック・ヤナコ 代表取締役）
荒木
勇 （株式会社アラキ工務店 代表取締役）
立 入 勘 一 （株式会社長濱製作所 代表取締役会長）
秋 江 義 弘 （株式会社秋江 取締役会長）
岩 﨑 隆 二 （和晃技研株式会社 代表取締役社長）
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建設業

株式会社アラキ工務店

株式会社クレバー

創業年 1925年
代

表 代表取締役

壁紙から暮らしを豊かに

創業年 1994年

荒木 勇

代

表 代表取締役

山本 潤三

所在地 〒615-0906

所在地 〒616-8167

U R L http://www.kyoto-araki.jp/

U R L https://clever-interior.com/

京都市右京区梅津高畝町

T E L 075-882-8668
Email info@kyoto-kozai.com
●事業内容

京都市右京区太秦多藪町14-76

大工さんを社内で育て、木造技術の継承を図っています。解体せざるを得ない
ような住宅でも、構造からきっちりと直せば、後世に引き継ぐことができます。
あきらめないでください。伝統的な住宅は建ててからが本当のお付き合いと考
えています。50年後、100年後に評価いただけるような仕事を目指しています。

京町家・古民家をはじめとする戦前に建てられた
住宅の改修。古材を再利用した新築。主に躯体か
ら矯正し、元の状態に戻す工事をしています。

T E L 075-861-7434
Email info@clever-interior.com
●事業内容

壁紙ショールーム

壁紙、床材、窓廻りを扱う内装仕上げ工事業。施
工だけでなく、ご提案もできる壁紙ショールーム
「Atelier Box」の運営もしています。生活をもっと
楽しんでもらえる住空間をつくるお手伝いをし、ま
た壁紙で部屋を彩る楽しさを発信します！

●経営理念および方針

１. 良い仕事をしよう！
「アラキさんにやってもらって良かった」と心か
ら感じてもらえる住まいを提供しよう
２. 良い仕事を楽しもう！
大工さんや協力業者さんが「アラキさんの仕事が
できて嬉しい」と感じてもらえる環境をつくろう
３. 良い仕事で町並みを守ろう！
木造建築の伝統を守り、古い建物をよみがえら
せることで、京都の歴史的町並みを守り続けよう

若手の
クロス職人も
活躍中！

●経営理念および方針

経営理念

経営方針

必要とされる会社を目指す
必要とされる人を目指す
企業としてまた会社の人材として「なく
てはならない唯一無二の存在」として
必要とされる会社・人を目指します。
納得のいく仕事を追い続ける

2019 年に会社ロゴ
HP 刷新しました！

建設業

建設業

株式会社岡村建設

酒井工業株式会社

創業年 1973年
代

表 代表取締役

社会インフラを支える

創業年 1946年

岡村 健二

代

所在地 〒601-1123

U R L http://www.okamurakensetsu.com

表 代表取締役

仲辻 浩一

所在地 〒601-8027

京都市左京区静市市原町531-19

U R L http://sakai-kougyou.co.jp/

ノア・フレーム工法（実用新案工法）耐震補強壁

T E L 075-741-2877

関西大学教授と共同研究、開発を行う

T E L 075-634-7033

Email info@okamurakensetsu.jp

鉄骨アーチを用いて廊下手摺部に耐震壁を設置する

Email info@sakai-kougyou.co.jp

真っ当なことを
きっちりする

●事業内容

1. 公共工事は建築工事・土木工事を施工します。
2. 民間工事では関西大学教授と実用新案工法等
を開発しています。マンションの耐震工事等
の施工（ノアフレーム工法・ノアアーチ工法）等
3. 住宅建築及びリフォーム事業や各種杭工事等。

橋梁メンテナンスに特化した工事会社
鋼構造物及びコンクリート構造物の維持点検・補
強・補修業務を主体としたメンテナンス事業を行
い、その中でも橋梁メンテナンスに特化した会社
です。

●経営理念および方針

我々の持つ職業専門知識で、お客様の抱える
色々な問題や困り事などを解決してゆきます。
難しい問題でも常にプロフェショナル意識をもっ
て何事にも屈せずに問題を解決してゆきます。
解決する事でお客様に心より喜んで頂く事が我々
の幸せです。お客様の笑顔を見るために、より良
い提案をこれからも続けてゆきます。

日本の橋を守る

京都市南区東九条中御霊町53-4

●事業内容

6

建設業

建設業

建設業

MAGパックシステム工法

●経営理念および方針

ノア・アーチ工法（実用新案工法）開口部耐震補強
関西大学教授と共同研究、開発を行う
弱点ピロティ部をアーチを用いて耐震補強する

ＱＲ

「真っ当なことをきっちりする」
・ ルールに則ったプロセスで顧客のニーズに対応
・ 社員全てがプロとして高い向上心を持ち、自己
研鑽に努める
・ 1人1人の経験の積み重ねを、会社全体の成長
に生かし、報連相でコミュニケーションを密に
とり、会社全体で課題に対処する
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建設業

株式会社
清弘エンジニアリング

晶和電気工業株式会社
創業年 1972年
代

創業年 1970年

表 代表取締役社長

藤井 正

代

表 代表取締役

井畑 忠

所在地 〒601-8182

所在地 〒601-8177

U R L http://www.sdplanet.co.jp/

U R L http://www.seiko-e-g.co.jp

T E L 075-661-7048

T E L 075-662-0746

京都市南区上鳥羽北島田町28

京都市南区上鳥羽馬廻48-1

Email info@sdplanet.co.jp
●事業内容

「トータル･エネルギー・エンジニアリング会社を目指
す！
（2020年ビジョン）」電気工事業に加えて、空調
機器設計施工、断熱設計施工、エネルギーマネージ
メントに挑戦し、エンドユーザーへのアプローチも可
能な事業構造への転換を図る。
●経営理念および方針

1. 技術やサービスを通じて人、企業、地域と共に働
き、学び、成長していきたいと考えています。
2. 目標をもって新たなことに挑戦し、技術力・エンジ
ニアリング力の向上に努め、人が人らしく生きられ
る社会の構築に貢献していきます。
3. 個性を尊重して出番をつくり、健康で向上心をも
ち、働き続けられる企業を目指します。

Email seiko-eg@seiko-e-g.co.jp
新社屋完成イメージ図
（2019年秋竣工予定）

●事業内容

京都で生まれ、京都で育てられ、
電気工事業において、官公庁からの大型案件を数多く
手掛けており、今後も地元京都に、
一層の貢献をしていきたいと考えております。
新社屋を実験場として、電気だけでなく、
トータル・エネルギー・エンジニアリング会社として、
10年後、20年後も成長し続けるための事業展開を計画
し、働き方改革も進めて参ります。

配管・ダクト・電気・空調等、プラント関連設
備の設計・製作・施工・メンテナンス及びコン
サルティングサービス
●経営理念および方針

【自尊他尊】
私たちは、自らのその身を尊重し、人としてその
品位をはずかしめない心を持ち、その心を自らの
身以上に他者を敬い、その存在を尊重する心へと
発展させ、私たちとつながりを持つすべての人々
と豊かな生活を共有することを目指します。

建設業

株式会社 中 藏

創業年 1988年

創業年 1910年

表 代表取締役

鈴木 明廣

代

表 代表取締役

石川 耕三

所在地 〒615-0054

所在地 〒604-8375

U R L www.suzuki-maintenance.jp

U R L http://www.th-nakakura.co.jp

T E L 075-311-3888

T E L 075-841-0182

Email office@suzuki-maintenance.jp

Email info@th-nakakura.co.jp

●事業内容

●事業内容

京都市右京区西院月双町33番地

◦空調衛生設計・施工・管理・清掃 ◦浚渫・
土木・管工事 ◦排水管通管・洗管・管路カメ
ラ調査◦貯水槽清掃及び管理 ◦各ピット清掃
（GT・汚・雑・雨・湧・他）
●経営理念および方針

我々は水と空気、そして建物全体の総合管理会社
として常に技術の向上と生活環境の向上・保守に
全力で取り組み共に学び、共に成長発展し活力あ
るプロフェッショナルの集団として社会全体へ貢
献いたします。地域密着企業として住環境分野で
地域の皆様に貢献いたします。また地球環境問題
へも積極的に取り組んでおります。
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建設業

株式会社鈴木メンテナンス
代

建設業

建設業

建設業

京都市中京区西ノ京池ノ内町24-12

注文住宅・リフォームの設計・施工に関する業務
●経営理念および方針

地域社会に積極的に貢献できる環境づくりで「ひ
とをつなぐ」。町の景観を守り、そこに育まれた文
化を大切にして「まちをつなぐ」。そして、次の世
代へと生活文化や町家づくりの伝統的な「わざを
つなぐ」。中藏は家づくりを通じて、ふたたび活気
ある美しい町並みを実現するために努めます。
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建設業

宮崎木材工業株式会社

株式会社 リ ヴ

創業年 1856年

創業年 1998年

表 代表取締役社長

宮﨑 真里子

Email sohm@miyazaki-mokuzai.com

波夛野 賢
所在地 ＜本社＞ 〒617-0002
京都府向日市寺戸町七ノ坪141
<京都支店> 〒600-8211
京都市下京区真苧屋町205
ウェル烏丸七条2階
U R L https://liv-r.co.jp/

●事業内容

T E L 075-924-0211

代

代

所在地 〒604-0804

京都市中京区夷川通堺町西入ル絹屋町129

U R L www.miyazaki-mokuzai.com
T E L 075-222-8112

創業以来160余年にわたり京指物の技術をいかし
た家具を製造し、戦前には内装業に進出、現在は
官公庁、社寺仏閣、ホテルの内装材を自社工場で
製造し現場に納めています。古い家具のお修理、
お茶室、能舞台の移設も得意としています。

表 代表取締役

Email liv@liv-r.co.jp
●事業内容

建設工事の請負並びに企画・建設
管理及びコンサルティング業務
不動産の売買・仲介、損害保険代理業

●経営理念および方針

●経営理念および方針

「先義後利」人として正しいことをすれば
後から必ず利が付いてくる。
「三方良し」売り手よし買い手よし世間よし。
社員はもちろん業界、社会にも還元していく。
「伝統と革新」伝統を守りながらも時代に
合わせ新しい事にも挑戦する。

経営理念
私たちは、
期待を超える「暮らし」のご提供による
お客様の感動創造を目的とし、
自分を磨き、人に尽くし、
地域や環境に貢献する企業を目指します。
建設業

株式会社ロイヤル住建

創業年 1981年
表 代表取締役

創業年 1973年

竹上 泰弘

代

U R L http://www.rakuto.info/index.html
T E L 075-661-6552
●事業内容

T E L 075-594-3272
吉祥院リサイクルセンター

がれき破砕プラント

再生砂プラント

Email powerd-by-ken@royal-juken.jp
●事業内容

ガス配管工事・上下水道工事・産業廃棄物処分
業・土木工事及び関連工事

木造及び鉄骨家屋の建築設計並びに施工
不動産の売買、交換、貸借の代理及び媒介
介護保険法に基づく通所介護、第一号通所事業
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業

●経営理念および方針

弊社は創業以来ガス配管工事を主流に上下水道工
事並びに関連土木工事・舗装工事等を営でまい
り、経営基本理念として人間が生活する上におい
て欠かすことが出来ない、インフララインの整
備・維持管理を営み、地域社会の経済・文化・環
境の発展と環境改善に務める事を経営基本理念と
する。

岡田 正幸

京都市山科区勧修寺東栗栖野町
17番地10
U R L https://royal-juken.jp/

京都市南区上鳥羽馬廻35番地の2

Email rakuto@rakuto.info

表 代表取締役

所在地 〒607-8211

所在地 〒601-8177

特種管工事

サークルカッター工法

10

2015年から3年連続グッドデザイン賞を受賞。
高いデザイン力と長持ちをする住宅づくりを
行っている。
写真下は本社ビル ＳＵ・ＢＡ・ＣＯ
関西発の大型木造商業ビルとして建築。

建設業

株式会社洛東建設
代

建設業

建設業

建設業

都市ガス管工事

カッター工事

水道管工事

●経営理念および方針

経営方針The10Vision当グループは地域社会の
貢献を念頭に、多くの人に「感動と勇気」を与え
続ける、建築業・不動産業・福祉をメインとする
「生きる限り挑戦企業」を方針とし、未来をみつ
め共に成長し元気ある地域社会の実現に貢献する
を経営理念とします。

11

食料品製造業

京都グレインシステム株式会社

創業年 1805年

創業年 1990年

代

表 代表取締役社長

津田 純一

代

表 代表取締役社長

所在地 〒600-8233

所在地 〒616-8312

食料品製造業

製造業

食料品製造業

食料品製造業

食料品製造業

株式会社井筒八ツ橋本舗

製造業

製造業

製造業

製造業

田宮 尚一

京都市下京区油小路通木津屋橋下ル
北不動堂町480番地 資生堂京都ビル
U R L https://kyoto-grain.co.jp/

京都市右京区嵯峨野清水町15

U R L http://www.yatsuhashi.co.jp/
T E L 075-861-2121

T E L 075-353-8833

Email izutsu@yatsuhashi.co.jp

Email kgs-contact@kyoto-grain.co.jp

●事業内容

●事業内容

菓子類（八ッ橋、なま八ッ橋他）の製造販売
土産品の販売、飲食店経営

飲料・食品素材の受託開発及び製造加工
・飲料素材事業（玄米茶・麦茶・雑穀茶他）
・食品素材事業（雑穀パフ・きな粉他）
・健康食品素材事業（主に原料加工）
・海外輸出入事業（中国茶の輸入他）

●経営理念および方針

私たちは「利益より永続」を旨として、京都の代
表銘菓「八ッ橋」「なま八ッ橋」等の製造販売を
基本とし、観光関連サービス業を通じて全ての
人々に明るく豊かな生活と、食文化の向上に役立
ち、地域社会に貢献するとともに社会の信用、信
頼を得て発展する企業を目指します。

●経営理念および方針

経営理念「健康と感動を食生活へ」
行動規範
一、安心安全な食品を提供しよう。
一、農産物の新しい可能性を探求しよう。
一、「もったいない」の精神を育てよう。
一、思いやりの心を育てよう。

製造業

食料品製造業
創業１００余年…

「京都には進々堂がある」と言っていただくために

株式会社茨木屋

株式会社進々堂

創業年 1869年
代

表 代表取締役社長

創業年 1913年

池内 豊太郎

所在地 〒600-8846

京都市下京区朱雀宝蔵町57番地

U R L http://www.ibarakiya.co.jp/
T E L 075-321-1313
Email info@ibarakiya.co.jp
●事業内容

創業以来、蒲鉾製造一筋現在に至る。
かまぼこは、わが国の伝統食品であり、永い歴史に
培われた高度な技術を守りながら、不易流行の心得
を日々実行して、京かまぼこを造り続けます。
●経営理念および方針

売手・買手を始めとして、我々の企業に関係する
すべての人々の幸せを実現することを夢とし志と
する。そのために本物の蒲鉾をつくり続ける。本
物の蒲鉾がまこと、人のためになるか、その真価
を世に問うことである。
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代

表 代表取締役社長

所在地 〒604-0992

続木 創

京都市中京区竹屋町通寺町東入
藤木町33番地
U R L http://www.shinshindo.jp/
人気のバゲットは
毎日１本１本
丁寧に焼き上げています

T E L 075-221-0084
Email saiyou@shinshindo.jp
●事業内容

1, パン、洋菓子の製造及び販売
2, サンドウィッチ、惣菜等の調理食品の製造
及び販売
3, 喫茶及び飲食業
●経営理念および方針

「お客様の命の糧となる、まじりけのないパンを造
りたい。パンのある心豊かな生活を、お客様と分か
ちあいたい」そんな想いで歩んでまいりました。
“おいしさのために、妥協はしない”強いこだわり
を持って今後も全力を尽くします。
京都でパンとお客様とともに百年。そしてこれか
らも。

ルボンヴィーヴルでは
パンとワインとチーズ
が楽しめます
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食料品製造業

製造業

株式会社八代目儀兵衛

創業年 1990年

創業年 2006年

代

表 代表取締役

大澤 幹也

代

表 代表取締役社長

橋本 隆志

所在地 〒601-8162

所在地 〒600-8883

U R L http://oage.co.jp

U R L http://hachidaime.com/

T E L 075-682-0916

T E L 075-201-5684

Email d-info@oage.co.jp

Email info@okomeya.net

●事業内容

●事業内容

京都市南区上鳥羽塔ノ森柴東町43-2

食料品製造業

食料品製造業

大京食品株式会社

食料品製造業

製造業

製造業

製造業

京都市下京区西七条北衣田町10

業務用寿司惣菜の製造卸売。
油揚げの加工、味つけまでの一貫生産を行い、日
本国内のお客様のみならず世界の国々へ伝統ある
日本の「食文化」としてお届けしております。

1.
2.
3.
4.
5.

●経営理念および方針

経営理念
社会に貢献し、その責任を自覚する。
仕事の価値と意義を追求する。
個人の豊かさを追求する。

ギフト事業
飲食事業(祇園、銀座、成田空港)
農業支援事業
食育事業
米卸事業

本当に甘いお米を、一人でも多くの人に届けたい。

●経営理念および方針

「世界を感動させる、お米のデザインカンパニー」
お米の素晴らしさや、それを主とする日本人の食
文化、食事スタイルの素晴らしさをもう一度多くの
人に伝えたい。本当においしく甘いお米を一人で
も多くの人に伝えるために、お米の「つくる」
「食
べる」
「買う」を見直し、今までのお米の価値観を
変える取り組みを行なっています。
製造業

食料品製造業

本当に美味しい日本のお米を厳選。
「贈り物」として、お米に新しい価値を。

厳選したお米を、さらに美味しく。
土鍋釜で「究極の銀シャリ」をご提供。

甘いお米のギフト通販

米料亭

八代目儀兵衛

製造業

食料品製造業

京都生まれの「エイセイボーロ」

株式会社西村衛生ボーロ本舗

お口に広がる懐かしい風味・・・西村のエイセイボーロはいまも昔も変わらない
素朴な味で人気のロングセラー商品です。

創業年 1893年
代

表 代表取締役社長

創業年 1934年

西村 淑子

代

表 代表取締役社長

山田 康一

所在地 〒604-0813

所在地 〒615-8075

U R L http://www.eiseiboro.com/

U R L https://www.henko.co.jp/

T E L 075-231-1232

T E L 075-394-3276

京都市中京区間之町二条上ル夷町580

京都市西京区桂巽町四番地

Email n-eiseiboro@ia2.itkeeper.ne.jp
●事業内容

Email goma@henko.co.jp
御所南にある本社事務所

エイセイボーロの製造、販売。
創業明治26年から受け継がれてきた京都生まれ
のエイセイボーロ。
次の100年も更なるイノベーションの実現と挑戦
を行い世界の人々に貢献できる安心安全な企業を
目指してまいります。

●事業内容

創業当時より受け継いだ思いと伝来の製法で、
ごまかしなしのごま製品を作り続けています。

●経営理念および方針
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株式会社山田製油

2017年12月 梅津第２工場が完成致しました。

●経営理念および方針

『世のため、人のためになる食べ物を作り、多く
の人に食べてもらう』という企業理念のもと
①化学調味料などの添加物を使いません。
②美味しさのためには、手間や暇を惜しみません。
③ごまかしなしに真面目に作ります。
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京都伏見の現在の地
にて１６７７年創業

繊維工業

製造業

繊維工業

株式会社 秋 江

創業年 1677年
代

製造業

繊維工業

食料品製造業

株式会社山本本家

食料品製造業

製造業

製造業

製造業

創業年 1855年

表 代表取締役社長

山本 源兵衞

代

所在地 〒602-0056

所在地 〒612-8047

U R L http://www.yamamotohonke.jp/
T E L 075-611-0211
●事業内容

神聖、松の翆、名誉冠、明ごころなどの日本酒並
びにゆず想いなどの日本酒ベースのリキュールを
製造し国内外に販売しております。付帯事業とし
て鳥せい本店を経営しております。

秋江 弘一

京都市上京区堀川通上立売下ル
北舟橋町835番地
U R L http://www.akie-net.com

京都市伏見区上油掛町36-1

Email sinsei@yamamotohonke.jp

表 代表取締役

T E L 075-432-2255
Email office@akie-net.com

株式会社山本本家 本社
蔵元直営店
山本本家

●事業内容

鳥せい本店
蔵元直売店

全国神社、寺院の御守袋や朱印帳など授与品の調
整、及び神具、仏具などの販売をおこなっていま
す。主に金襴生地をつかい、デザインから奉製ま
でお客様のご要望に沿ったものづくりをおこなっ
ています。

●経営理念および方針

誠実を基本に京都伏見の銘水「白菊水」を生かし
食中の酒として京都の食文化と共に歩んでいく
という信念をもって品質本位をモット―として
表千家御用達の松の翆等の酒造りを続けてまいり
ます。

●経営理念および方針

日本人の心の拠り所である日本の精神文化の継承
と発展を支え、人々が幸せを祈る心を形として創
造し提供していくことにより、常にお客様に信頼
される会社を目指します。

製造業

食料品製造業

株式会社いなば下商店
ロンドフードサービス株式会社

創業年 1972年

創業年 1986年

所在地 〒604-0042

表 代表取締役

土高 功陽

表 代表取締役

稲端下 裕貴

所在地 〒612-8392

京都市中京区西洞院通押小路下る
押西洞院町612
T E L 075-221-3300

U R L https://rondo-fs.jp

●事業内容

代

京都市伏見区下鳥羽北ノ口町51

T E L 075-602-3200
Email info@rondo-fs.jp
●事業内容

・事業所給食（日替ランチ、ヘルシーランチ）
・仕出し弁当
・各種オードブル
・委託食堂の運営
・ＯＥＭ受注製造
●経営理念および方針

全従業員の幸福を追求し実現すると共にお客様に
は感謝する心で愛され親しまれ必要とされる企業
であり続けます。
今期の経営方針は、「率先垂範する」です。
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代

寺院用織物製品の製造
広幅ジャガード手織・シャトル織・レピア織
縫製全般
ジャガード刺繍
金彩加工・プリント
●経営理念および方針

伝統織物の美と品格の保持
迅速・丁寧なサービス
文化伝承と技術革新
新しい伝統的価値の創造
伝統文化の発展への貢献
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代

襟に汚れあり

表 代表取締役社長

代

U R L http://www.kmontsuki.co.jp/
T E L 075-315-2961

T E L 075-441-2861

Before

Email taiyount@pearl.ocn.ne.jp

after

●事業内容

主に西陣織ネクタイ生地及び製品の製造販売。
京都市内の自社工場は織幅1ｍで製織可能。
オーダーメイドタイの受注他、服地、ストール
地、雑貨用生地、インテリア等、様々な用途の生
地を製織しています。

アパレルブランドとのコラボレーション

●経営理念および方針

●経営理念および方針

西陣織ネクタイ専門の織元として現代の京都に息
づく伝統の技を用い、西陣織の製造元だからこそ
出来るこだわりと贅沢な品質で、男性だけでなく
見る人すべてに驚きと感動を演出できる商品をご
提供できますよう日々努めております。

私たち京都紋付社員は、事業を通じて、人間形成
を行い、物心両面での幸福を実現し社会に役立つ
事業を行うことを誓います。
京都紋付の精神は、すべての人々の人格を尊重
し、すべての人々は仲間であり、和を持って尊し
とする。
製造業

とみや織物株式会社

創業年 1925年

創業年 1956年

表 代表取締役

大東 利幸

代

表 代表取締役社長

冨家 靖久

所在地 〒612-8238

所在地 〒602-8335

U R L https://www.daitoushingu.com/

U R L http://www.tomiya.biz

T E L 075-622-6245

T E L 075-463-1234

Email info@daitoushingu.com

Email info@tomiya.biz

●事業内容

●事業内容

京都市伏見区横大路下三栖山殿66-2

ミッション 快眠とくつろぎで世界を元気にする。
１．寝具・寝装品・ホームファッション事業
２．眠りの支援事業
３．住宅建築及びリフォーム事業
４．建築士事務所
●経営理念および方針

経営理念
私たちは、わくわくドキドキする想いで、快眠
とくつろぎを創造し、健康実現に貢献します。
私たちは、明るく元気に人々のお役にたち、人
間的成長を通じて自己実現します。
私たちは、より良い社会づくりに寄与し、未来
のために環境の保全に努めます。
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繊維工業

大東寝具工業株式会社
代

繊維工業

松田 太藏

京都市上京区衣棚通寺之内上る
下木下町155
U R L https://taiyo-kyoto.com/

京都市中京区壬生松原町51-1

創業以来、黒紋付染を通じて黒だけを染めていま
す。当社の黒は、卓越した黒と品質に自信を持っ
ています。近年はアパレルメーカーからも染の依
頼を受けています。またいったん世の中に出てし
まった商品を黒く染め替え、新しい商品として再
生もしています。

表 代表取締役

所在地 〒602-0019

所在地 〒604-8823

●事業内容

製造業

創業年 1907年

汚れが消えます

荒川 徹

Email kyotomontsuki@kmontsuki.co.jp

繊維工業

タイヨウネクタイ株式会社

黒く染めかえることで再生します。

創業年 1915年

製造業

繊維工業

繊維工業

株式会社京都紋付

繊維工業

製造業

製造業

製造業

京都市上京区一観音町428番地

西陣織を軸に和装関連事業を運営しています。
１．帯地製造
２．美術織物製造
３．結衣きもの着方教室
４．デザイナーズきものブランド「トリエ」
●経営理念および方針

「結ぶ よろこびを みなさまへ」
というスローガンを掲げ、伝統技術を通じて社会
に貢献します。
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繊維工業

繊維工業

製造業

繊維工業

ミツワ産業株式会社
創業年 1971年

株式会社パールトーン

代

創業年 1929年
代

表 代表取締役

繊維工業

繊維工業

製造業

製造業

製造業

製造業

表 代表取締役社長

佐田 孝弘

所在地 〒601-8126

由本 敏次

京都市南区上鳥羽南花名町19番地

所在地 〒615-0005

T E L 075-692-4030

京都市右京区西院春栄町2-1

Email mituwa@par.odn.ne.jp

U R L https://www.pearltone.com/

●事業内容

T E L 075-312-1121

金銀糸（ラメ糸）製造販売及び繊維製品製造販売

Email info@pearltone.com

●経営理念および方針

世に役立ち人に喜ばれる商品作りを通じて
社会に貢献する。
お客様のニーズに合ったオンリーワン商品の
お手伝い。

●事業内容

着物をはじめとする様々な素材への撥水加工付与
（パールトーン加工）
着物に関する総合加工
●経営理念および方針

「はじく力で社会をまもり 笑顔と未来を創る」
をミッションとし、パールトーン加工の優れた撥
水加工技術であらゆる生活シーンに「安心」をお
届けします。

製造業

繊維工業

株式会社リーフ
創業年 1977年

堀忠染織株式会社

代

創業年 1964年
代

表 代表取締役

京都市西京区大枝西長町2-110

所在地 〒615-0816

U R L https://www.leaf-print.co.jp/

京都市右京区西京極東町3番地

T E L 075-333-3939

U R L https://www.horichu-kyoto.com

Email info@leaf-print.co.jp

T E L 075-313-0154

●事業内容

Email info@horichu-kyoto.com

衣料品用繊維製品の染色加工及び販売
不動産の管理及び賃貸業

●事業内容

◆各種繊維および合成繊維の染色加工
オートスクリーンやロータリースクリーンによる
捺染加工をはじめ、商品の企画から製造に至るま
での様々なご提案をさせていただきます。

●経営理念および方針

1.
2.
3.
4.
5.

●経営理念および方針
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橋本 重恒

所在地 〒610-1151

堀田 聡

「改革こそ我が生命なり」
創業者 堀田忠雄の企業理念を若いスタッフが引
き継ぎ活気のある会社です。
業界は勿論の事、京プリントの良さを多くの人々
に知っていただく活動と、海外に負けない技術
力、開発力の向上を続けて行きます。

表 代表取締役

創造力あふれるものづくり
スピードのあるものづくり
競争力のあるものづくり
お客様に喜ばれるものづくり
自分たちの仕事に誇りの持てるものづくり

新技術を取り入れたレース模様に合わせたプリント
（デジタルマッピングプリント）

ＱＲ
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パルプ・紙・紙加工品製造業

製造業

印刷・同関連業

有限会社アドバンク

創業年 1904年
代

印刷・同関連業

印刷・同関連業

パルプ・紙・紙加工品製造業

株式会社中川パッケージ

製造業

製造業

製造業

製造業

創業年 1984年

表 代表取締役社長

中川 仁

代

表 代表取締役

渡邉 功

所在地 〒615-0824

所在地 〒601-8363

U R L https://www.nakagawa-pkg.co.jp/

U R L http://www.adbank.co.jp

T E L 075-312-2111

T E L 075-694-1312

Email info@nakagawa-pkg.co.jp

Email info@adbank.co.jp

●事業内容

●事業内容

京都市右京区西京極畑田町55番地1

京都市南区吉祥院嶋野間詰町52番地

段ボール 箱 、段ボール 緩 衝 材 、化 成 品 緩 衝 材 、
フィルム梱包材の製造販売など メーカー、輸送、
物流をはじめとする様々なユーザー様のご要望に
お応えできる製品を提供しています。特に、次世代
梱 包 材『 伸 び る破 れ にくいフィル ム 梱 包 材 』や
ディスプレイパッケージ『キュービックフローター』
は、新しいジャンルの包装材です。

食品スーパーマーケット様の新聞折込チラシに
特化した企画、制作、印刷をしております。
新技術へのチャレンジ精神と制作ソフト開発、
ＡＲアプリ開発など、常に新しいサービスの提供
を考えております。
●経営理念および方針

私たちは進化する技術の継承とおもてなしの心で、
お客様と共に豊かな未来を創造します
1. 常に最高の品質を目指します
2. 常にスピードを意識し行動します
3. 常にコストの削減に努めます
4. 常に自分の限界に挑戦します
5. 私たちはこれらを共有し、継続します

●経営理念および方針

包装を通じて、社会に貢献しうる、企業になる
当社は設立以来、最先端の包装技術を身につけ、
より安全な運送のため包装をご提案することで、
社会に貢献できる企業を目指しています。

製造業

パルプ・紙・紙加工品製造業

株式会社優和紙工
創業年 1974年
代

表 代表取締役

吉川 昌宏

所在地 〒601-8342

京都市南区吉祥院東前田町25-3

U R L http://www.yuwa-u-system.com
T E L 075-661-5766
Email yuwa@yuwa-u-system.co.jp
●事業内容

デジタル印刷機・オフセット印刷機による印刷業
に加え紙工業（断裁・紙加工）が基軸。特にアパ
レル付属品の生産依頼が多く、ブランドイメージ
を形にするサポートに従事しています。特に「印
字」においては数少ない専門業者です。
●経営理念および方針

公明正大、信賞必罰の方針の元、責任と役割を自
覚した積極的な企業を目指す。
常に前進と向上を旨とし、顧客と共に成長拡大を
図り社員と顧客の幸せを実現すべく社会に貢献で
きる企業を目指す。
新しい技術や設備を積極的に取り入れ、同業にお
いて先駆者たる意識を持つ。

株式会社グラフィック
創業年 1989年
代

表 代表取締役

西野 能央

所在地 〒612-8395

京都市伏見区下鳥羽東芹川町33

U R L https://www.graphic.co.jp/
T E L 050-3366-5215
Email info@graphic.co.jp

本社事業部（竹田）

最新鋭の設備を導入した印刷工場

●事業内容

ネット印刷通販事業、プリントメディア、クリエ
イティブソリューション、販売促進企画、イベン
トプロモーション、メディア制作取材、コミュニ
ケーション支援、デジタルメディア
●経営理念および方針

情報技術とコミュニケーションで、社会の進歩
に貢献する。ワンストップ・サービス＝「ALL in
ONE」のコンセプトのもとに、一貫した自社生
産体制を構築します。技術革新＝時代に即した新
しい情報技術に敏速に対応することを最重要課題
と考え、コンテンツ制作の改善を常に行います。

印刷の通販 グラフィックWebサイト
https://www.graphic.jp

様々なご提供サービス

営業本部（西院）
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印刷・同関連業

製造業

コスメディ製薬株式会社

創業年 1985年
代

創業年 2001年

表 代表取締役会長兼社長

松井 勝美

代

表 代表取締役

所在地 〒601-8014

U R L https://www.sunm.co.jp/

U R L https://cosmed-pharm.co.jp/

T E L （代表）
075-671-8498

T E L 075-950-1510

京都市南区吉祥院嶋樫山町37番地

京都市南区東九条河西町３２

Email habuka@sunm.co.jp
●事業内容

オフセット印刷専門の印刷・製版業者です。カタ
ログ、ポスターなどの商業印刷物から、高度な技
術を要する写真集、美術品のレプリカなどの企
画、画像処理、編集、印刷、製本仕上げに至るま
で、独自の技術を生かした印刷を行っています。
●経営理念および方針

「夢」「感動」 を与える製品を
印刷表現の根幹は「人」であり、
「職人の心」です。
印刷という製品を通して、夢や感動を伝えます。
常に創意・工夫・改善を行い、技術革新に努めます。
顧客第一に考え、まごころを持って誠実な仕事を
行います。

Email informer@cosmed-pharm.co.jp

私たちの考える印刷業とは、古くから受け継がれてきた
美術という文化に貢献する重要な産業のことです。豊富に
蓄積された印刷技術と、アナログとデジタルのシナジー
（融合）を図りながら、夢・感動をクライアント、さらに
はその先のエンドユーザーに伝える「古代藝術の工業化」
を目指しています。日本が誇る「職人の心」を持ち、いか
に感動の提供が出来るかを考えることが大切だと考えてい
ます。
また、グローバルな展開を視野に入れて、企画・制作・
販売を専門的に担う新組織を立ち上げ、

①才能ある若手藝術家を発掘・育成
②従来の印刷の枠を超えた品質追求
③世界の市場へ届ける

●事業内容

皮膚、貼る、吸収を全事業共通のキーワードと
し、創業時の主力事業テープ医薬から近年の“マ
イクロニードル”の実用化まで、経皮吸収の分野
において常に革新的な商品開発に挑戦している。
経皮吸収製剤、化粧品、粘着剤の開発、販売等が
主力。

表 代表取締役社長

保湿用マイクロニードル化粧品(クオニス）

当社のコア技術
マイクロニードル
「マイクロニードル」は従来注射によっ
てしか投与できない高分子薬物を、貼
るだけで経皮投与を実現する革新的
技術。
困難な量産技術を確立することにより、
2008年アンチエイジングマイクロニー
ドル化粧品を世界で初めて上市した。

育毛用マイクロニードル(ファーサ）

TTS基礎研究を基盤とし、皮膚関連技術開発会社
として医療・健康・美容分野のイノベーションを
もって人類QOLの向上に貢献します。
本社・京都工場

印刷・同関連業

桂工場

製造業

株式会社ムーブ
創業年 1947年

医療用マイクロニードル

●経営理念および方針

の3つの理念を掲げ、新たな世界を構築して
いきます。

製造業

佐々木化学薬品株式会社

化学工業

表面処理薬品

機能性樹脂

最適な仕上がりを
環境負荷低減の薬品で

湿度管理に成形自由な
低湿度維持型乾燥剤

薬品リサイクル

ライフサイエンス

S-SEED を使って
使用済み薬品を再び資源へ

ライフサイエンス分野の
ものづくりを活性化していく
試薬・試料をご提供

創業年 1946年

三浦 照章

代

表 代表取締役

佐々木 智一

所在地 〒612-8371

所在地 〒607-8225

U R L www.ad-move.co.jp

U R L https://www.sasaki-c.co.jp/

T E L 075-605-6800

T E L 075-581-9141

Email movecontact@ad-move.co.jp

Email skc500@sasaki-c.co.jp

●事業内容

●事業内容

●経営理念および方針

●経営理念および方針

京都市伏見区竹田松林町64番地

京都・関西を地盤として総合印刷会社として歩ん
でまいりました。下札、見本帳、POP等の製品を
主に、有名企業・メーカー向けに印刷物を提供し
てきた実績があります。首都圏における広告代理
店業とパッケージ印刷通販で事業を拡大中です。
当社は3つの「S」、セキュリティ−（安全・保守）、
セーフティー（安心・継続）、ソリューション
（解決・提案）を基本理念としており、お客様に
感動していただける企業を目指します。また、そ
の基盤となる、情報保護、環境保全、経営革新で
社会の要請に応え、企業市民としての社会的責任
を果たします。
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神山 文男

所在地 〒601-8371

代

化学工業

印刷・同関連業

株式会社サンエムカラー

化学工業

製造業

製造業

製造業

京都市山科区勧修寺西北出町10番地

私たちは化学を通して、現代社会を豊かにする
「触媒」の役割を担っています。金属表面処理薬
品・薬品リサイクル・機能性樹脂を提供すること
により、ライフスタイルの変化による新しい用途
や新たな使用法への要望に応えています。
「喜びの創造と技術の革新」
・ 産業活動における化学薬品の使用を可能な限り
少なくし、効率良く使える社会を目指しており
ます。
・ 化学薬品のリサイクル技術確立への取り組みを
通して、お客様負担の軽減と環境負荷の低減に
努めております。

CS（顧客満足）
お客様のものづくりに
最適なツールをお届け
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化学工業

株式会社クロスエフェクト

創業年 1966年
代

表 代表取締役

創業年 2000年

宮﨑 俊輔

所在地 〒601-8446

京都市南区西九条高畠町3-8

U R L http://mkagaku.co.jp
T E L 075-671-7441

代
製造ライン 真心を込めて

ありそうで、なかったモノづくり

表 代表取締役

竹田 正俊

所在地 〒612-8379

グローバル市場で存在意義のある企業となり、社員と共に成長を続けます。

京都市伏見区南寝小屋町57

洗濯槽&風呂釜の
業務用洗剤!!

U R L https://www.xeffect.com/

『根こそぎ革命』

T E L 075-622-2600

Email mkagaku@lime.ocn.ne.jp

Email info@xeffect.com

●事業内容

●事業内容

1. 半導体材料及び金属加工材の製造販売
2. 日用品及び化粧品製造販売
3. テレビ及びWEB通販業
4. 化学品及び日用品の海外輸出販売
5. 工業化学品製造卸販売
●経営理念および方針

人と環境に優しい化学を一番に考え、
お子様からお年寄りまで幅広いお客様に
喜んで頂ける商品づくりを徹底します。
会社を応援して下さるお客様、家族の
期待に添える企業を目指します。

天然由来100％で
虫を寄せ付けない!!

『ヒバウッドオーガ』
産後や加齢による
髪の悩みを解決する!!
機能性シャンプー

1.
2.
3.
4.
5.

プロダクトデザイン及び樹脂筐体設計
光造形及び真空注型による試作モデルの製作
X線CTスキャナーによる非破壊検査
その他新製品開発に係るトータルサービス
臓器シミュレーターの開発・製造販売

肝臓モデル

『開発者を徹底的にサポートし、期待を超える試
作品をどこよりも速く提供する』
「時短」という価値を御客様に買って頂いている
という意識を社員全員が持ち、世界最速の開発支
援企業を目指しています。

『Ｓｉｎｃｅｒｅ』

ナノシリカによる
親水防汚剤

製造業

化学工業

製造業

創業年 1974年

森脇 健

代

U R L http://www.ysc-net.co.jp/

U R L http://www.sankouep.jp/

T E L 075-721-5555

T E L 075-922-6900

Email moriwaki@hutech-web.com

Email sankouep@sankouep.jp

●事業内容

●事業内容

製造スローガン

「早く、きれいに、正確に」
ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀによる加工

京都市南区久世築山町378-5

本社
Y’sテクノセンター

・樹脂材料の販売
・樹脂材料の加工
●経営理念および方針

●経営理念および方針

社会への貢献（半導体製造等に不可欠な材料の提
供を通じて社会への発展に貢献）
顧客満足度の追求（モノやサービスの提供を通じ
て顧客と確かな信頼を築きつつ常に新たな価値を
顧客の為に生み出し維持することを考え行動）
パートナーシップ（顧客にとって価値あるソ
リューションを創造し実りある発展を目指す）

プラスチック製品製造業

山本 次男

所在地 〒601-8203

半導体用高純度化学材料（CVD材料、拡散材
料、光ファイバー材料など）の製造・販売
シリコンウェハー及び関連商品の販売
MEMS関連商品及び装置の製造・販売
PVD・EB蒸着材料などの販売
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表 代表取締役

所在地 〒606-0804

京都市左京区下鴨松原町29番地

心臓モデル

心臓疾患患者の手術成功率を高められる
人命救助の一端を担います

サンコーエンジニアリング
プラスチック株式会社

創業年 1967年

SurgeryTrainingModelModel
医療用トレーニングモデル

術前シミュレーターの開発と普及で、

ヤマナカヒューテック株式会社
表 代表取締役社長

開発者を徹底的にサポートし、期待を超える試作品をどこよりも速く提供します

●経営理念および方針

『M-50CP』

代

プラスチック製品製造業

プラスチック製品製造業

化学工業

株式会社宮崎化学

製造業

製造業

製造業

製造業

八木工場

丹波工場

1. 社業の発展を通して社員の生活の向上と社会
の発展に寄与すること
2. 常に顧客先の立場に立って、顧客先になり代
わって顧客先の求めるものを追求していくこと
3. 社員の能力を高め会社への貢献度に対して正
しい評価を行うこと
4. 信頼が第一義。何事にも熱意と誠意を持って
たゆまぬ向上心を発揮すること
5. 心身ともに健康であること

自社倉庫の材料在庫
樹脂加工
弊社はマシニング加工、旋盤加工などの機械加工と接
着溶接、曲げ加工などの手加工を社内で一括生産出来
ます。透明なﾊﾟﾈﾙも得意としています。

樹脂材料販売
国内外から材料を仕入れ、お客様の要
望にあったものをご提案します。自社
倉庫に在庫することで仕入れコストも
抑えられ、価格メリットも出ます。
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プラスチック製品製造業

表 代表取締役社長

T E L 0771-22-5534
Email info@nissin-dental.jp

代

表 代表取締役社長

京都市南区上鳥羽中河原2番地

U R L http://v-tex.co.jp

私たち株式会社ニッシンは
“歯”を通じて世界の人々の笑顔作りに
貢献する会社です

T E L 075-661-3050
Email vertex@v-tex.co.jp
●事業内容

1. 精密プラスチック成形品及びユニット組立品
の製造・販売
2. 射出成形用精密金型の製造・販売
3. 省力化自動機器の設計製作

歯科教育用教材（歯科用模型及び周辺器材・ソフ
トなど）、歯科技工用材料、歯科診療関係材料な
どの製造販売をしています。特に歯科用模型は、
国内市場でトップシェアを誇り、海外へも輸出さ
れている当社の主力商品です。

●経営理念および方針

「技術の進歩」と「ヒューマニズム」という一見
相反するテーマを同一線上のものとして取り組ん
でいくことです。
産業分野においても従来の生産性重視の体制か
ら、環境保護を追及する姿勢への展開が始まって
おり、企業は今、次元の高い発想と技術をもって
社会との調和を図り新しい時代に備える必要があ
ります。

●経営理念および方針

【経営理念】
一人一人が物心両面の幸福と成長を希求し、お客
様と共に世界の人々の笑顔作りに貢献します。

製造業

プラスチック製品製造業

株式会社光製袋工業所

ミヤコテック株式会社

創業年 1964年

創業年 1954年

田中 大介

代

表 代表取締役

市川 克一

所在地 〒612-8241

所在地 〒612-8208

U R L http://www.hikaripack.jp/

U R L http://www.miyakotec.co.jp/

T E L 075-621-1016

T E L 075-602-1331

●事業内容

Email miyako@miyakotec.co.jp

京都市伏見区横大路下三栖辻堂町21

京都市伏見区下鳥羽但馬町169

印刷・ラミネートされたフィルムを材料とした、
食品、医薬品、化粧品、日用品等に使用される袋
（フレキシブルパウチ）の製袋加工を、大手印刷
会社を含む40社以上の印刷コンバーター会社か
ら受注しています。
●経営理念および方針

我々は、軟包材の機能性と利便性を付加する製袋
加工を通して社会に貢献する
1）得意先の要求に対し、常に誠意と感謝の気持
ちを持って柔軟に対応することにより受注の
拡大を図る。
2）我々の培った技術力と製造環境、技術力を活
かし一人一人の創意工夫で得意先への信頼性
と満足度を高めナンバーワンの製袋加工業を
目指す。
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片山 喜三

所在地 〒601-8142

●事業内容

表 代表取締役社長

プラスチック製品製造業

創業年 1989年

横江 浩司
所在地 ＜本社＞ 〒601-8469
京都市南区唐橋平垣町8番地
＜亀岡工場＞ 〒621-0001
京都府亀岡市旭町樋ノ口88
U R L http://www.nissin-dental.jp/

代

製造業

株式会社ベルテックス

創業年 1948年
代

プラスチック製品製造業

プラスチック製品製造業

プラスチック製品製造業

株式会社ニッシン

製造業

製造業

製造業

製造業

●事業内容

株式会社光製袋工業所が扱う商品は、暮らしに身近な存在です。例えば、詰め
替え用シャンプーやボディーソープなどの日用品から飴やグミ、スナック菓子、レ
トルト食品などの食品関係まで、それらを包む「袋」を作っている会社です。
食品、化粧品、アパレル、液体石
鹸、洗剤など様々な製品に使用
されるパウチの加工。ジッパー付
パウチ、スタンディングパウチ（自
立式袋）、切り口をレーザー加工
したパウチ、電子レンジでそのま
ま調理可能なレンジ用パウチ等
の加工。

＜プラスチック射出成形及び金型設計・設計＞
・熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂の成形
・１００分の１ﾐﾘの精度にも対応可能
＜発泡剤不要の環境に優しい緩衝材生産＞
＜各種自動検査装置・冶工具類設計・制作＞
●経営理念および方針

＜基本理念＞
万物を敬愛し、夢を実現する「人」「モノ」
「心」の創造
＜社是＞
仕事を通じ、自分をみがき、みんなのくらしを高
めよう
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窯業・土石製品製造業

製造業

株式会社大興製作所

西村陶業株式会社

創業年 1952年
代

表 代表取締役

創業年 1918年

須田 真通

代

表 代表取締役

所在地 〒607-8322

U R L http://www.daico.co.jp/

U R L https://nishimuratougyou.co.jp/

T E L 075-933-4191

T E L 075-591-1313

Email network@daico.co.jp

Email npc-form@nishimuratougyou.co.jp

●事業内容

●事業内容

大正7年（1918年）の創業以来、長年培ったセ
ラミックス製造ノウハウにより、設計開発段階か
らベストな商品化に向け、加工だけでなく、セラ
ミックス原料の混練から、製品が完成するまでの
トータルなセラミックスの製造を行っています。

●経営理念および方針

「千年続く企業」を目指して
大興製作所は材料・製品及び高度技術の開発とそ
の応用、また高品質な製品・部品の製造を通じ
て、先端の研究や、産業の発展を支えます。

●経営理念および方針

経営理念
顧客の満足するものづくりにより、
より豊かな生活の実現をめざす
品質方針
社内一体となって限りない品質向上を計る

100 年を迎えることが
できました。これからも、
頼れるセラミックスメーカー
として、精進し続けます。

窯業・土石製品製造業

製造業

金属製品製造業

株式会社旭プレシジョン
創業年 1948年

土渕 善亜貴

所在地 〒605-0976

京都市東山区泉涌寺東林町38

U R L http://www.touan.co.jp/
T E L 075-541-1987
Email info@touan.co.jp
●事業内容

京焼・清水焼の製造販売
一般食器からお客様のニーズに合わせたオーダー
メイドの陶磁器を製造しています。上質の原材料
を使い、熟練した職人の手で作品を作り続けてい
ます。
●経営理念および方針

セラミックス製造で

金属製品製造業

表 代表取締役

おかげさまで、西村陶業は、

製造業

製造業

代

セラミックスは、エンジニアさんの味方です。

京都市山科区川田清水焼団地町3-2

石英ガラス製品の製造及び販売
光学、半導体、分析関連製品の製造及び販売
最先端分野の研究者様から、各種装置で使用される
精密部品まで、独自の技術で産業に貢献します。

創業年 1922年

プラズマにつよい。

西村 嘉浩

所在地 〒601-8207

株式会社 陶 葊

窯業・土石製品製造業

窯業・土石製品製造業

硬い、強い、電気をとおさない、さびない、薬品につよい、

京都市南区久世中久町676

他社にはできないものを常に技術革新に取り組
み、他の京焼・清水焼と一線を画する作品をここ
ろがけています。

代

表 取締役社長

森口 修

所在地 ＜本社＞ 〒602-8176

京都市上京区下立売知恵光院西入ル
下丸屋町505
＜京都西工場＞ 〒617-0004
京都府向日市鶏冠井町十相30
U R L http://www.akg.jp/puresijyon
T E L 075-842-0023
（本社）
075-925-1251（京都西工場）
Email asapure@akg.jp
●事業内容

表面処理の研究開発及び表面処理施工（滑り性、
離型性、耐薬品性、非粘着性、高寿命化）により
部品装置の機能付加をご提供しております。また
図面を頂ければ部品加工から表面処理を含む装置
組立までもお受けしております。
●経営理念および方針

我が社は顧客の期待に応える仕事をなし、これを
通じて社員の豊かな明るい生活を増進し、会社を
発展、成長させ、社会公共の繁栄に奉仕する。
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窯業・土石製品製造業

製造業

製造業

製造業

得意とする黒色系の表面処理
・ソルブラック
・ハイブラック
・フォスブラック

得意とする撥水離型性に優れた表面処理
・レジスタック
・ニウフォス
・テクノＮＳコート

・アルミ素材へのめっきも得意としています。
・装置設備の機能性能向上やメンテナンスの見直しでお
困りの場合は是非ともご相談ください。当社技術スタッフ
が表面処理による改善策のご提案をさせて頂きます。
・その他、納期でお困りの場合もご相談ご用命ください。
＝他社様より少し価格は高いですが、
品質重視の旭プレシジョンです＝
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金属製品製造業

株式会社内田製作所
代

表 代表取締役社長

株式会社KOYO熱錬

弊社のスタイル

創業年 1950年

創業年 1875年

☆どの分野からのお問合せも

内田 康之

代

ほぼ全て ご相談を承れます
☆個人、企業、新規、既存

京都市南区吉祥院前河原町21番地

問わず

お客様のもとへお伺いしてご相談
を承ります

表 代表取締役

杉本 卓也

所在地 〒601-8349

熱処理設備

京都市南区吉祥院池田町38

U R L http://www.kkuchida.co.jp/

☆お客様と

U R L http://www.koyo-kinzoku.com

T E L 075-313-8877

一緒に真剣にものづくりをします

T E L 075-671-7121

Email info@kkuchida.co.jp

Email koyo550@skyblue.ocn.ne.jp

●事業内容

●事業内容

精密板金から製缶加工まで製作しています。切断
から溶接仕上げまで一貫して自社で製作をしてい
ます。

金属に熱や元素を添加することによって、特性を
引き出す熱処理加工を行っています。
トヨタ自動車を始めとする自動車業界、ボーイング
やＧＥなどの航空機業界、自転車、医療機器、など
の幅広い分野に当社の加工を提供しています。

●経営理念および方針

私たちは常に『お客様第一』を心がけ、
心からご満足していただける『最良の製品と価
値』をお届けする。
『内田のモノづくり』を通じ、お客様を支え続け
ると共に人と社会に貢献する。

ﾌｧｲﾊﾞｰ式ﾃﾞｨｽｸﾚｰｻﾞｰ加工機（6kw）
TruLaser3030fiber

レーザー加工にて製作

製造業

「常に広い視野に立って技術の向上に邁進する」
明治期は鉄工所として水門や機械製造を手がけて
きました。戦後は、機械製造で培った熱処理加工
技術に特化し、電機業界から自動車、航空機、医
療分野など、当社の領域を拡大してまいりまし
た。今後も時代の変化に合わせて日本の製造業の
一翼を担っていきたいと思います。

金属製品製造業

創業年 1967年

創業年 1950年

表 代表取締役

桶谷 正躬

京都市南区久世築山町376-7
久世工業団地KKD会館2F
U R L http://www.e-oketani.co.jp/

代
お客様が抱える課題を解決し、信頼され続ける企業であるために
～製造装置や生産設備の大型部品加工・組立・塗装/メッキ処理～

世界で唯一の航空機業界
国際認証を取得

ボーイング
ボンバルディア
ハネウェル
三菱重工業
川崎重工業
島津製作所
IHI 他

表 代表取締役社長

金属製品製造業

鈴木 滋朗

所在地 〒615-0034

京都市右京区西院西寿町5番地

U R L https://www.saijoinx.com/
T E L 075-312-8775

T E L 075-922-9409

Email saless@saijoinx.co.jp

Email oketani@e-oketani.co.jp

●事業内容

●事業内容

大型装置部品の製缶加工
産業用機械、工作機械、専用機（自動車、航空
機、液晶、半導体関連、食品関連など）の精密部
品機械加工

京都本社

●経営理念および方針

① お客様第一…長年培った経験と技術力
② 一貫生産…製缶〜機械加工〜表面処置まで
③ 早く、安く、確実に…交代制で工場を稼働、
どこよりも安く、早く
④ 人を活かす…社員を安定、安泰にし、
ハッピーに感じる
⑤ グローバルへ…常に世界を視野に入れて行動

顧客認定

製造業

株式会社最上インクス

所在地 〒601-8203

技術を支える技能士
社員全員が技能認定取得者

●経営理念および方針

株式会社桶谷製作所
代

金属製品製造業

金属製品製造業

～ まだ見ぬお客様 と
『モノづくりで繋がる』ために ～

所在地 〒601-8304
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製造業

金属製品製造業

製造業

製造業

製造業

開発（熱課題）
精密薄板試作加工
試作成形加工
精密量産プレス
精密金型

●経営理念および方針

門型5面加工機マシニングセンター

【基本理念】
仕事を通じて人が人として成長する
【経営理念】
人間性尊重を基本として
個人と企業が共に成長し
夢のある企業を創るとともに
社会の発展に寄与する

ＱＲコード
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金属製品製造業

表 代表取締役

代

菅原 尚也

U R L http://www.sakass.com/

U R L http://www.k-sugawara.co.jp

T E L 075-463-4214

T E L 075-581-7121

Email eitaka@sakass.com

Email nagitsuji_nishitsubushi@k-sugawara.co.jp

●事業内容

●事業内容

京都市山科区椥辻西潰町14番地

①生産設備・治具の精密部品加工及び組立
②スクロール型小型コンプレッサーの開発設計・
製作・販売

粉末成形用精密金型製作
粉末成形用ロータリープレス機製作
●経営理念および方針

●経営理念および方針

1.「心のこもった金型作り」を合言葉に顧客に満
足を与える製品の提供
2. 品質を向上させ、顧客から信頼される製品の
提供
3. 原価を低減し、顧客と企業の利潤を図る製品
の提供
4. 納期を短縮し、顧客のビジネスを支援する製
品の提供

創業以来「まごころを製品に映して」を経営理念
に高精度な顧客ニーズを実現してきました。その
技術力を駆使し、省エネはもちろん小型で静かを
武器に今まで使用が出来なかった場所でエアー源
が活躍できる自社製品（小型コンプレッサー）を
開発。販路を広げ、様々なニーズに対応し、社会
貢献に繋がることを目指したいです。

製造業

金属製品製造業

株式会社佐藤医科器械製作所

髙木金属株式会社

創業年 1907年

創業年 1974年

表 代表取締役社長

所在地 〒604-0042

佐藤 進平

京都市中京区西洞院通御池上る
押西洞院町606番地
U R L http://www.satoika.co.jp
T E L 075-221-4023
Email s_sato@satoika.co.jp
●事業内容

精密板金製品の製造及び販売。
ステンレスの板金加工に特化し、材料仕入れか
ら、切断、曲げ、溶接、研磨、洗浄、組立と付随
するすべての工程を自社で一貫生産しています。
主に医科器械、計量器、食品、医薬品製造機器向
けを得意としています。
経営理念
私たちはモノづくりで、良いものだけをお客様に
提供して、社会に貢献し、社員を幸せにします。
ビジョン
お客様と、社員とその家族に喜ばれる会社にする。
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表 代表取締役社長

所在地 〒607-8164

京都市右京区花園伊町44-12

●経営理念および方針

金属製品製造業

創業年 1949年

坂 栄孝

所在地 〒616-8042

代

製造業

菅原精機株式会社

創業年 1960年
代

金属製品製造業

金属製品製造業

金属製品製造業

株式会社坂製作所

製造業

製造業

製造業

製造業

代

表 代表取締役

髙木 正司

所在地 〒612-8486

京都市伏見区羽束師古川町246-1

U R L http://takagilabo.jp
T E L 075-933-4775
Email tackagi@mbox.kyoto-inet.or.jp
●事業内容

金色に光るテクノロジーでワクワク・ドキドキの
未来を創造する
貴金属装飾めっき
貴金属機能めっき

めっきでつながる、未来予想図

●経営理念および方針

ヒト・夢・未来を創造し、社会に貢献します
我々は日本の文化である伝統産業を「神々しく
美しくする」技術で支え、日本の最先端産業を
「機能をプラスする」技術で応援し、日本の社会
に貢献します。
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京都発！
錠剤の安定生産へのお役立ち！

創業年 1989年
代

表 代表取締役

製造業

金属製品製造業

製造業

金属製品製造業

金属製品製造業

金属製品製造業

株式会社
ツー・ナイン・ジャパン

金属製品製造業

株式会社寺内製作所
創業年 1913年

二九 規長

所在地 〒601-8464

京都市南区唐橋高田町37番地

U R L http://29japan.co.jp/

代
ツー・ナイン・ジャパンでは、特許技術やオリジナル素材を組み合わせ
ることで、さまざまな打錠障害を解決に導く他社にない錠剤製造用金
型（杵・臼）をご提供いたします。

表 代表取締役

山本 賀則

所在地 〒612-0042

京都市伏見区深草芳永町666

U R L https://www.terauchi-mfg.co.jp/

T E L 075-661-8711

T E L 075-641-5201

Email tnj@29japan.co.jp

●事業内容

●事業内容

錠剤製造用金型（杵・臼）の製造販売
●経営理念および方針

私達はお客様に「ありがとう」と言われる営業活
動を続けます。
私達は仕事を通じ能力と人間性を高めることに努
めます。
私達は人と人とのつながりを大切にし社会に役立
つ企業を目指します。

錠剤製造用金型（杵・臼）

TOP処理シリーズ

製造業

製造業

製造業

航空宇宙や産業用ガスタービンのボルト・ナッ
ト・機械加工部品を製造しています。特殊工程
（熱処理・磁粉探傷・浸透探傷など）のNadcap
認証を有し、材料調達から、鍛造加工、機械加
工、非破壊検査、完成検査までの一貫生産が可能
です。
●経営理念および方針

DMC（先端交換式杵）
智慧夢工房
＆
R&Dセンター

製造業

創業は1913（大正2）年、100年を超える企業で
す。「私たちはものづくりを通して世界の平和と
社会の発展に貢献する」を経営理念とし、「小さ
くてもキラリと輝く企業」を目指して京都・伏見
から全世界へと発信しています。

金属製品製造業

～世の中に必要な『人』＆『しくみ』を創り続ける。～

株式会社辻製作所

中嶋金属株式会社

創業年 1960年

創業年 1965年

代

表 代表取締役社長

辻 智之

代

所在地 〒601-8204

～信頼と安心をお届けする。～

京都市南区久世東土川町376-7

中嶋 哲也

京都市右京区西院清水町4

U R L http://www.tsujiss.net

U R L http://www.nakajimakinzoku.co.jp

T E L 075-922-0410

T E L 075-311-4267

Email tsujiss@tsujiss.co.jp

Email info@nakajimakinzoku.co.jp

●事業内容

●事業内容

精密板金加工（金属の板から機械のパーツ・筐体
等を製造し、組立完成品としてお納めします。）
◇独自のしくみで、世界最速＆世界最高の絶対的
安心な板金部品を提供。スピード感＆安心感の共
存させるモノ作りを実現しています。
●経営理念および方針

◇企業使命：
『世の中に必要とされる「人」、世の中に必要と
される「しくみ」を創り続ける企業であり、お客
様に信頼と安心をお届けする事で選ばれ続ける企
業となり、社員・仲間の幸せの実現を目指す。』
◇経営理念：
『育とう・育てよう・育ち合おう』
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表 代表取締役

所在地 〒615-0052

～『創業60周年』 ﾛﾎﾞｯﾄ・ITﾌｧｸﾄﾘｰ～

～『ありがとう』を大切に～

1.
2.
3.
4.
5.

金メッキ・高純度金メッキ・装飾用金メッキ
銀メッキ・硬質銀メッキ・半導体用銀メッキ
プラスチック、ガラス、セラミックへのメッキ
チタン、タングステン、モリブデンへのメッキ
白金メッキ・プラチナメッキ・ロジウムメッキ

ピンホールのない高精細金メッキ

●経営理念および方針

高性能を有したハイレベルな特殊技術による表面
処理が可能。ニーズの多様化に当社独自開発によ
る設備で対応、また、研究開発事業にも注力して
おります。エンプラへのメッキ技術、難素材への
メッキ、燃料電池へのメッキ、超微細管（注射針
大）へのメッキ技術、知的財産取得及び産産、産
公、産学連携、新規開発事業等実績多数有り。
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製造業

金属製品製造業

ブルアンドベア製防音パネル

金属製品製造業

金属製品製造業

Bull Sound System

株式会社長濱製作所

株式会社ブルアンドベア

創業年 1948年
代

1．超軽量なアルミ仕様

創業年 1964年

表 代表取締役社長

立入 一晃

代

表 代表取締役

所在地 〒615-8157

U R L http://nagahama-f.com

U R L https://www.bullbear.co.jp/

T E L 075-691-5819

T E L 075-393-6777
Email info@bullbear.co.jp

本社工場外観

●事業内容

●経営理念および方針

2．優れた吸音効果
3層構造により音の反射を抑えるだ
けでなく、パネル外部への透過音を
減衰させます。

京都市西京区樫原芋峠45-1

Email Kazu-tachiiri@nagahama-f.com

半導体製造装置・電子部品装置・医療機器・包装機
分析機器などのあらゆる分野の機器の小物部品や
大学・研究所等の試作開発部品に対して、多品種
小ロットに適したアルミ・ステンレス加工。

アルミ製により、超軽量で理想的
な防音パネルを実現しております。

橋本 克美

所在地 〒601-8461

京都市南区唐橋門脇町23-2

3．メンテナンスフリー

三次元室

新館３階 会議室

代

表 代表取締役

西垣 潤

所在地 〒601-8203

京都市南区久世築山町377-6

U R L https://www.nishigaki-248.com/
T E L 075-921-6508
Email nsgk@nishigaki-248.com
●事業内容

機械金属製造業
※金属板の板金加工業及びそれを用いた組立業
製造品目
・医療機器 ・歯科用機器 ・食品関連機器
・半導体装置関連機器 ・分析装置関連機器 等
●経営理念および方針

創業から95年を迎え、現在まで継続できたの
も当社を支えてくださる方々がおられたからこ
そ。その恩恵を忘れることなく受け継ぎ、そして
新たな出会いに感謝する。
「幸せになるために」を使命とし、お客様の幸
せ、社員の幸せ、その幸せを共有するために社員
一丸となって邁進して参ります。

使用する吸音材は不燃材料です。
室内外共にご使用いただけます。

製作品

産業騒音を中心に、騒音対策の提案・防音製品
の設計・製作・販売を一括して行います。
当社開発の防音パネルを、お客様の機械に合わ
せ、オーダーメイドで提供し、お客様の騒音環境
を改善します。
お客様の立場に立った営業政策を推進し、且つ
メーカーとしての「こだわり」を確立して、常
に社会から支持される企業となります。
社員一人ひとりが「豊かさとゆとり」を感じ、や
りがいのある明るい活気ある企業となります。
安定した売上向上・コスト削減により、利益を
生み出すバランスのとれた経営を確立します。

プレス機の防音対策

金属製品製造業

製造業

明るく

創業年 1924年

4．耐熱性・耐水性

●経営理念および方針

製造業

西垣金属工業株式会社

錆びない。腐らない防音パネルで
す。いつまでも美しい外観を保ち、メ
ンテナンス不要

取得特許
・特許第3065262
・特許第3437082
・特許第4112958
・特許第3155719
・特許第3522583

●事業内容

【経営理念】 工夫・信頼・共栄
【社是】
我々は優れた製品を作り
お客様には『安心と満足』を
社員には『生き甲斐と喜び』を
地域社会には『参加と貢献』を
もって会社の洋々たるに発展に尽くそう

38

金属製品製造業

製造業

製造業

製造業

楽しく

金属製品製造業

元気よく

株式会社平安製作所
創業年 1939年
代

表 代表取締役

前田 昭宏

所在地 ＜本社工場＞ 〒520-1823

滋賀県高島市マキノ町中庄464番地
＜京都開発センター＞ 〒600-8813
京都市下京区中堂寺南町134番地アステ
ムビル802号室
U R L http://www.heian-mfg.co.jp/
T E L 0740-27-1271、075-322-1516

☆板金ﾌﾟﾚｽ、溶接、切削、塗装までの一貫生産体制☆

Email soumu@heian-mfg.co.jp
●事業内容

自動車部品を主に、板金プレス加工・機械加工・
溶接・組立・塗装などの加工
・
トランスミッション部品 ・エンジン部品
（主要製品）
・車体部品 ・産業機械部品
●経営理念および方針

「明るく、楽しく、元気よく」をモットーに、
「信頼」と「進化」を掲げ、世界一のモノづくり
企業を目指しています。
深絞り、せん断加工など長年磨いてきた既存技術
と当社独自の板鍛造、精密板金加工技術により、
お客様のご要望にお応えする新技術の開発と安
全・品質・生産性の向上に努めています。
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創業年 1968年
表 代表取締役社長

中村 道一

製造業

株式会社菊水製作所
創業年 1910年
代

表 代表取締役社長

島田 理史

所在地 〒612-8487

所在地 〒604-8483

U R L https://www.nke.co.jp/

U R L http://jp.kikusui.com/ja/top.html

京都市伏見区羽束師菱川町366-1

T E L 075-924-0653

京都市中京区西ノ京南上合町104

T E L 075-812-1012

中核事業（ファクトリー分野）

Email promotion@nke.co.jp

Email k_akai@kikusui.com

●事業内容

●事業内容

工場の自動機を中核事業とし、新事業として日常
生活の自動化省力化商品の設計・製造・販売を行っ
ております。創 業 当 時より育まれ た自動 化に対
する深い知見と独自の開発手法により、お客様の
困りごとを解決します。

粉末から錠剤を作る打錠機及び周辺機器の製造・
販売・メンテナンス
●経営理念および方針

自由な発想・経営を行う為に、固定化した経営理
念は作らない。

新事業（ヘルスケア分野）

●経営理念および方針

人々が心身ともに健康でありつづけられる社会
を目指し、機械にできることは機械に任せ、人間
は創造的で革新的な仕事に携われるような「自動
化・省力化」、すなわち“Humanized Automation”
を実現します。

回転盤脱着高速回転式錠剤機 「AQUARIUS G－J」
及び、錠剤整列搬送装置 「AURIGA」
エア・サポーター

高齢者を見守る
IoT製品

製造業

製造業

生産用機械器具製造業

製造業

生産用機械器具製造業

お客様の課題・ニーズに応える “ものづくり ソリューション企業” へ！

生産用機械器具製造業

株式会社木村製作所

エフ・ピー・ツール株式会社

創業年 1969年

代 表 代表取締役 木村 俊彦
所在地 ＜本社＞ 〒617-0828

創業年 1944年
代

表 代表取締役社長

佐々木 清吉

所在地 〒607-8153

京都市山科区東野百拍子町47-3

U R L http://www.fptools.com/
T E L 075-501-0305

日本国際工作機械見本市

Email fptools@gold.ocn.ne.jp
●事業内容

1944年に設立以来、国内唯一のリーマ（穴仕上
工具）専業メーカーです。超硬リーマにおいては
国内シェア№1のニッチトップ企業であり、設立
以来黒字を継続している健全安定企業であること
が特徴です。
●経営理念および方針

当社の経営、販売方針は、常に自由で公平な競争
を旨としており、相互に信頼のおける得意先様と
長年に亘り親密且つ円滑な取引を進めて参りまし
た。社内的には、科学技術に偏重することなく従
業員の人間性、優しさを第一に家庭的な雰囲気の
中で研究開発に勤しんでおります。
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生産用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

はん用機械器具製造業

人間価値に基づく
自動化・省力化を
実現します。

ＮＫＥ株式会社
代

はん用機械器具製造業

製造業

製造業

製造業

各種リーマ

京都府長岡京市馬場人塚1番地2
＜ナノ加工研究所＞ 〒615-8245
京都市西京区御陵大原 1-39
（京大桂ベンチャープラザ 南館2111号室）
U R L http://kimurass.jp/
T E L 075-953-2721
（本社）
075-874-2855（ナノ加工研究所）
Email web@kimurass.jp

本社工場（長岡京市）

ナノ加工研究所（京都市 桂）

精密加工部品

超精密加工部品

工作機械，半導体製造装置等
各種産業機械・装置用部品

非球面レンズ，マイクロレンズアレイ
成形型等光関連機器用部品

●事業内容

切削加工及び研削・研磨加工を主とする機械加
工法による工作機械、半導体・液晶製造装置、
自動化機械・装置、自動車関連部材用精密加工
部品及び光学・電子・情報関連機器用超精密加
工部品・試作開発品の製造・販売
●経営理念および方針

技術とノウハウにより豊かな価値を創造し、
お客様に共感いただける質の高い製品・サー
ビスを提供し社会に貢献します。
社員の成長が企業の成長であり、いかなる時
代環境にも社員が誇りを持って働ける魅力あ
る企業を目指します。

精密加工，超精密加工のご要望に迅速に対応致します。

41

生産用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

製造業

生産用機械器具製造業

自動車部品の金型設計と製造

株式会社阪村エンジニアリング

ハムス株式会社

創業年 1999年

創業年 1954年

代

表 代表取締役

松井 正廣

代

所在地 〒613-0911

宮地 康次

所在地 〒601-8045

京都市伏見区淀木津町416

U R L http://www.sakamura-eng.co.jp/

表 代表取締役社長

京都市南区東九条西明田町59-2

製造工程・金型設計をし、試作立上げを行う。

U R L http://www.hams-jp.com

T E L 075-631-5560

T E L 075-661-1134

Email info@sakamura-eng.co.jp

Email miyachi@hams-jp.com

●事業内容

●事業内容

自動車部品用金型の設計・製造
冷間鍛造用設計支援ソフトの開発・販売
冷間鍛造技術のコンサルティング
自動車部品及び金型の特許等取得

生産用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

製造業

製造業

製造業

製造業

空圧・エレクトロニクス・機械技術を駆使し、
「縫う・通す・結ぶ」を目的とした、縫製工場向
けの自動化・省力化機械の開発
自動車部品用金型と極細ピン

●経営理念および方針

・お客様の声に冷静に耳を傾け、厳しく自分を
追い詰めてゆく姿勢。
・決して「やってみないとわからない」では
なく、「必ずできる」という信念。
・優れた技術があれば、製品は必ず売れる。

●経営理念および方針

経営理念を「PIONEER OF THE NEW VALUE」
とし、常に新しい価値の創造に挑戦し、新しい価
値の製品、サービスをお客様にお届けし、社会・
業界に貢献することが唯一最大の使命だと考え、
日々事業活動を行っています。
自動化された機械と職人による手仕上げ

製造業

生産用機械器具製造業

長津工業株式会社

株式会社松岡機械製作所

創業年 1960年

創業年 1949年

代

表 代表取締役社長

津田 靖明

代

表 代表取締役

松岡 健太

所在地 〒613-0916

所在地 〒612-8292

U R L http://www.nagatsu-g.co.jp/

U R L www.mkss.co.jp

T E L 075-631-5101

T E L 075-621-5244

Email info@nagatsu-g.co.jp

Email info@mkss.co.jp

●事業内容

●事業内容

京都市伏見区淀美豆町384

建設機械をはじめ精密機械から産業機械に至るま
で幅広い分野で高品質な製品を安定的に供給する
部品メーカーです。
最新設備とＣＡＤ／ＣＡＭを用いて多品種少量の
機械加工ニーズに短納期でお応えします。
●経営理念および方針

京都市伏見区横大路朱雀17-7

ロールコーター
フィルムに液体を塗布する装置で、近
年では電気自動車、スマートフォン、
タブレット端末に搭載される部品の製
造装置として活躍しています。

フィルム加工機の設計、製作、販売
●経営理念および方針

全社員の幸福を追求し、日々感謝の気持ちを持ち
独創的な仕事を通して、人類、社会の発展に貢献
する。

ＮＡＧＡＴＳＵは、最高の製品を追求していくた
め、環境にフィットしながら、究極の「長津クオ
リティ」を目指し、未来へ、世界へ、新たな創造
に挑戦していきます。
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生産用機械器具製造業

製造業

株式会社三橋製作所

生田産機工業株式会社

創業年 1944年

創業年 1919年

代

表 代表取締役社長

三橋 宏

代

表 代表取締役

生田 泰宏

所在地 〒615-0082

所在地 〒612-8241

U R L http://www.mitsuhashi-corp.co.jp/

U R L http://ikuta-sanki.com

T E L 075-316-3284

T E L 075-611-4347

Email info@mitsuhashi-corp.co.jp

Email solution@ikuta.21jp.com

●事業内容

●事業内容

●経営理念および方針

●経営理念および方針

京都市右京区山ノ内赤山町１番地

京都市伏見区横大路下三栖辻堂町6番地

生産用機械器具製造業

けでなく、スチールやステンレス、アルミニウムなど他分野
においても素材メーカーやコイルセンター向けの高品質な
製品開発を進めています。

製造業

株式会社渡辺義一製作所
表 代表取締役

設立して積極的な事業展開に取り組んでいます。伸銅製品だ

“育とう“ “育てよう“ “育ちあおう“
世のため人のために尽くせる人が育つ社風をつ
くります。
３つのSの約束 Speed・Simple・Symphony
顧客・取引先・次工程に対し、すばやく、わか
りやすく、心こもった仕事をすることを行動指
針とします。
製造業

代

製作販売メーカーです。近年では、中国、トルコに子会社を

銅合金等各種メタルプロセスラインの製造販売
＊産業用自動化機器の製造販売
＊産業用ソフトウェア開発
＊産業用機械の輸出入事業
＊機械、電気の工事・メンテナンス事業

付き合って良かったなと喜んでいただける
企業づくり。
使って良かったなと喜んでいただける
商品づくり。
勤めていて良かったなと喜んでいただける
企業風土づくり。

創業年 1921年

業務用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

IKUTA は主に銅と銅合金を初めとする金属生産設備の設計・

包装関連装置（小袋自動投入機、カード自動投入
機など）、コンバーティング関連機器（ウェブガ
イドシステム、エアーシャフト、しわ取りロール
など）この2つを中核事業として、日本を含む世
界各地において営業活動を行っております。

業務用機械器具製造業

カトーテック株式会社
創業年 1961年

渡邊 武

代

表 代表取締役

坂井 敦子

所在地 〒604-8463

所在地 〒601-8447

U R L http://www.watanabe-giichi.jp/

U R L https://www.keskato.co.jp/

「心地よさ」を計測

T E L 075-461-1116

T E L 075-681-5244

Email t-w@watanabe-giichi.jp

Email katotech@keskato.co.jp

人がものに触れたときに感じる材質感や
感触を数値化する機械を製造・販売する企業です

●事業内容

●事業内容

●経営理念および方針

●経営理念および方針

京都市中京区西ノ京円町83

合成繊維やフィルム等の製造工程における、高分
子ポリマー濾過に使用される金属製フィルター・
パッキン、および紡糸装置等の製造・販売を行っ
ています。
株式会社渡辺義一製作所は常に、USER様のよき
BRAINであるように新しい企画、新しい製品造
りに従事し、常に他社の追従を許さず、社会に貢
献する会社造りを目指して行こう。
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業務用機械器具製造業

製造業

製造業

製造業

京都市南区西九条唐戸町26

風合い計測器製造及び産業用機械製造装置製造
1. 電子計測装置
2. 高分子材料関連機器
3. 各種製造装置
カトーテックは、知識集約産業のパイオニアとし
て常に執念をもって、機器の開発・製作を行い、
あらゆる研究開発や会社の有用な発展に貢献しま
す。また、お客様及び社会から信頼される品質の
高い製品を提供し、全ての装置とそれに付随する
物は常にお客様の立場に立って不良品のない最新
のシステムとします。

45

業務用機械器具製造業

業務用機械器具製造業

製造業

業務用機械器具製造業

完全オーダーメイドの自動炊飯エンジニアリング

京豊エンジニアリング株式会社

業務用自動炊飯装置の製造に特化している専業メーカーです。コンビニで販売される
おにぎりやお弁当のご飯の約半数が弊社の装置で炊かれています。

創業年 1978年
代

業務用機械器具製造業

業務用機械器具製造業

製造業

製造業

製造業

製造業

株式会社富永製作所
創業年 1887年

表 代表取締役社長

倉垣 博和

代

表 代表取締役社長

大蔵 浩二

所在地 〒612-8462

所在地 〒604-8493

U R L http://kyohoengineering.co.jp/

U R L https://www.kyoto-tmc.co.jp/

京都市伏見区中島秋ﾉ山町133-3

T E L 075-612-0811

京都市中京区西ノ京南両町88

T E L 075-802-1181

おいしさへのこだわり

Email info@kyohoeng.net

Email info@kyoto-tmc.co.jp

●事業内容

●事業内容

業務用自動炊飯装置を製造する専業メーカーで
す。大手コンビニにおにぎりやお弁当を供給する
全国の食品メーカーに装置を納品しています。近
年は海外にも進出しており、今後は米が主食の全
ての国への事業展開を計画中です。

常においしいご飯を炊くために磨き上げた技術と炊飯システムはこだわり尽くした
京豊の逸品です。

●経営理念および方針

伝統を貫き、志の高い人を育て、地域社会の発展
に尽くす。京豊エンジニアリングは、信頼される
プロフェッショナルチームをめざします。常にお
客様の立場に立った、夢あふれるシステムづくり
に全力を注ぎ、地域社会の発展に貢献します。

ガソリンスタンドに設置される給油計量機の設
計・開発・製造・販売・メンテナンス並びに、プ
ラント・マリーナ・危険物施設の設計・施工管理
や防災関連事業など、燃料供給システムの設計・
施工の事業を中心に展開しております。
●経営理念および方針

徹底した品質管理と炊飯フォローで炊飯システム導入後も
サポート致します。

製造業

計量機に求められるのは「はかり」としての正確さ
と安全性です。当社は、これからも暮らしを支える
エネルギー流通の一端を担う企業として、お客様
から喜ばれる製品の開発はもちろん、正確で安全
かつ環境に配慮した次世代のエネルギー供給シ
ステムを開発するとともに、
「新しい価値の創造」
にもチャレンジし社会に貢献してまいります。

業務用機械器具製造業

驚きと喜びを
株式会社藤堂製作所
創業年 1945年
代

表 代表取締役社長

所在地 〒600-8177

和田 孝

京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町391
第10長谷ビル２F
U R L www.todo-ltd.co.jp
T E L 075-371-0715
Email t.wada@todo-ltd.co.jp
●事業内容

繊維織物業界準備工程に於ける生産装置の開発、
生産、販売、サポート。半導体製造工程の後工程
に於ける、検査工程のバーイン挿抜機、３Ｄ外観
検査装置、及びテーピング機の製作、販売、サ
ポートなどの自動機の受注生産も行っている。
●経営理念および方針

人類社会の発展に尽くす目的をもって企業の創造
的開発を促し優れた技術と製品を社会に供し以て
企業の繁栄と、これに携わる人びとに幸福と希望
をもたらさんとす。

藤堂製作所の歴史は｢録音機械｣の製作からスタ
ートした昭和１６年から始まり、それ以後、様々
な機器をニーズに応じて開発生産してきました。
本格的な事業化の出発点になったのは、昭和２
４年に開発された「リーチングマシン」で、Ｔ

お客様の期待に応え、さらにその上をいく、良い意味で期待を裏切る、
そんな製品開発を進めています。

創業年 1964年
代

表 代表取締役社長

南部 邦彦

所在地 〒601-8444

京都市南区西九条森本町86番地

U R L https://www.nabel.co.jp/
T E L 075-693-5301

ＯＤＯが織布準備機械の総合メーカーとしての

Email nabel@mail.nabel.co.jp

位置を獲得する発端となりました。その後、労

●事業内容

力と時間の掛かる作業を自動化した機械を次々
と作ってきました。また、昭和５７年には半導
体製造自動機の生産を開始、半導体業界のなか
で重要なポジションを獲得しています。創業し
て半世紀以上、長くもあり短くもあるその歴史
は、ユニークな製品開発への技術的
挑戦の歴史でもあります。
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株式会社ナベル

下記製品の開発、製造、販売、メンテナンス
・鶏卵の自動洗浄選別包装装置
・鶏卵の非破壊検査装置
・上記技術を応用した、品質管理、品質分析装置
●経営理念および方針

「天命を信じて、人事を尽くす」
世界の鶏卵業界の工務部門として、優れた製品を
提供し、お客様の発展に貢献することがナベルの
使命です。
ナベルはそこで働く社員が、自社に対して自信と
誇りを持てる会社であることを目指します。

国内シェア No.1

世界シェア No.2
80%
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業務用機械器具製造業

製造業

株式会社洛北義肢

株式会社伊藤製作所

創業年 1973年

創業年 1965年

代

表 代表取締役

坂本 明信

代

表 代表取締役社長

伊藤 博一

所在地 〒603-8487

所在地 〒607-8201

U R L http://www.rakuhokugishi.co.jp/

U R L http://www.itoh-ss.co.jp

T E L 075-462-0800

T E L 075-593-3600

京都市北区大北山原谷乾町22-16

Email rg_po@rakuhokugishi.co.jp

京都市山科区栗栖野狐塚18番地の5

ハンドメイドによる義肢製作

●事業内容

Email itoh@itoh-ss.co.jp
●事業内容

義手、義足、各種補装具、治療用装具、スポーツ
用装具、コルセット、車椅子、杖、リハビリ機器
の製造・販売・開発
●経営理念および方針

精密板金・メッキ・塗装・シルク印刷・組立調
整までを内作一貫生産しております。計測器・
分析器・医療器等の精密機器製造を得意にして
います。

モットー：必要とされるひとに 必要とされるもの
を必要なときに・・・

各フィールドがプロ技能集団です。
納期・品質・コスト・管理・提案において、さす
が内作一貫生産と満足いただけることを目指して
おります。

理

念：生かされていることに感謝し感動を
持って社会に貢献する。

山科南工場

電気機械器具製造業

業務用機械器具製造業

本社工場

電気機械器具製造業

製造業

製造業

製造業

●経営理念および方針

内作プロ集団
精密板金

メッキ

塗 装

シルク
印刷
組立
調整

CAD/CAM を活用したインソール製作

製造業

製造業

電気機械器具製造業

株式会社アイケイエス

マイクロスマートグリッドシステム
「I̲DENCON」
人に役立つものづくりをテー
マとし、新しい技術の挑戦か
ら研究開発/設計/試作/量
産を行なっております。
制御技術を中心に、特殊電
池パックやその充電器、
充放電装置など、お客様の
ニーズに対応したものを製品
化してきました。
写真は、複合型充放電装置
（マイクロスマートグリッドシ
ステム）【I_DENCONシリー
ズ】です。

創業年 1995年
代

表 代表取締役

所在地 〒604-0845

今井 尊史

京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町538
ヤサカ烏丸御池ビル3F
U R L https://www.iks-jp.co.jp/
T E L 075-251-8511

電気機械器具製造業

I_DENCON10kVAタイプ

Email iks-info@applecenter.co.jp

・充放電装置の設計・製造・販売
・二次電池の保護回路の設計
・二次電池パックの設計及び製作
・各種コンピューターシステムの設計
制御技術を中心に、人間に対してメリットのある
ニーズを常に追求し、最新の技術を生み出すこと
をモットーにしております。
特に、技術と人間・自然の調和を考え、世界観を
持って「技術と自然の調和」を経営理念としてお
ります。

I_DENCON10kVAを利用し、電力をEVへ充電

FKK株式会社
創業年 1954年
代

表 代表取締役

川田 源二郎

所在地 〒601-8399

京都市南区吉祥院堤外町11番地

U R L https://www.fkk-corporation.com/ja/
T E L 075-314-8760
Email genjiro-kawata@fkk-ph.jp

I_DENCON50kVA設置風景

LED事業部
ライン照明間接照明棚照明・LED基板モジュール・
点灯電源（開発/製造/販売）
PH事業部
石油・ガス燃料電池・点火プラグ・フレームロッド・
点火ヒーター（開発/製造/販売）
●経営理念および方針

I_DENCON50kVAタイプ
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電気機械器具製造業

●事業内容

●事業内容

●経営理念および方針

製造業

プロセス変更に伴う省エネ化

先議後利
和と明朗・誠実と奉仕・共存と共栄・創意と工夫
人と人の調和を図り、明るい職場作り誠実さを
持って対応することを念頭に置く。対外的には共
に栄える精神を持ち続け、物事に対し常に新しい
考え方で挑み、会社の発展向上を図る。
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グローバルニッチオンリーワン技術で
地球環境保全に貢献する

創業年 1948年
代

表 代表取締役

所在地 〒600-8865

U R L http://www.kyoshin-electric.co.jp
T E L 075-311-8555
Email kojima.h@kyoshin-electric.co.jp
●事業内容

資本金：3550万円、社員数：33名
事業内容：特殊電源装置、自動検査装置の開発製
造 据 付 、太 陽 電 池 検 査 装 置 及 び 計 測
サービス、太陽光発電機器、電池充放電
関連装置、試作・OEM

広く深く考え大胆に挑戦

大洋エレックス株式会社
代

７０年間 産業用電子電気装置の開発製造を
してきました。特殊な高電圧、高周波などの電
源技術やアナログ計測技術を応用したカスタム
メイドの検査装置の開発製作が得意です。
現在１００年企業を目指し、新エネルギー関連
機器事業に取り組んでいます。
特にオンリーワン技術を有する高精度太陽電
池検査装置は”KOPEL"ブランドで国内のみなら
ず海外の研究所、大学、太陽電池メーカーに販
売を開始しました。

創業理念：この会社に集うすべての人々と共に常に
前進する企業でありたい（昭和23年）
社
訓：最高技術、相互信頼、完全遂行により社員
および社会の繁栄に尽くす（昭和49年）
方
針：新エネルギー関連機器事業で21世紀に
必要とされる企業価値を創造し100年企
業を目指す。
（平成20年）

表 代表取締役

5万ボルト
直流安定化電源

R&D用高効率太陽電池セル
IV測定システム

所在地 〒607-8228

京都市山科区勧修寺本堂山町10番地15

U R L https://www.taiyo-elecs.co.jp/
T E L 075-581-7101
Email leader@taiyo-elecs.co.jp
●事業内容

光学センサ、イメージセンサ、応用機器を活用し
た自動検査装置、ならびに搬送装置の設計、製
造、販売
検査用ＬＥＤ照明装置の設計、製造、販売

精度の高い検査ステージ 【ボトル検査】

多様な検査に対応 【キャップ検査】

当社は検査装置専門メーカーとして、様々な業界
の生産ラインの省力化、無人化、ローコスト化で
力を発揮しております。
できないでなくできるをモットーに産業界に貢献
する”夢工場”として顧客様に喜ばれる企業を目指
しております。

電気機械器具製造業

平成 29 年 東館を新設

製造業

グローバリーテック株式会社

株式会社タナベ

創業年 1995年

創業年 1924年

山本 博司

代

表 代表取締役

所在地 〒601-8101

U R L http://www.globally-tech.co.jp

U R L http://kk-tanabe.jp/

T E L 075-933-6021

T E L 075-681-0742

Email info@globally-tech.co.jp

Email tanabe063＠kk-tanabe.co.jp

●事業内容

●事業内容

京都市南区久世中久世町3丁目68番地

電気機械器具製造業

田辺 紀之

所在地 〒601-8213

京都市南区上鳥羽高畠町105-1

電子計測・制御 設計・製造
【６つの強み】
１．営業力
２．設計開発提案力
３．調達力
４．製造力
５．品質管理力 ６．メンテナンスフォロー

様々な分野で貢献できるよう
自社開発も行ってるぞぅ

タクシー関連機器販売・取付
タクシー関連システム販売・開発
タクシー関連IoTソリューションの販売
●経営理念および方針

より快適で質の高い社会を実現させるため
自社製品を通じて社会に貢献し、
叡智・勇気・情熱をもって新しい時代を
創造する

●経営理念および方針

CO2 レーザースクライブ装置
年度標語

社是≫人間性豊かな人格の育成と奉仕、感謝の精
神を尊重し、すべてのものに愛情を注ぎ、顧客に
愛されるグローバルな製品を供給する。
社長の思い≫先に大きな笑顔でお客様に得を提供
します。お返しに頂く、心の得を大切にしよう。
年度標語≫第25期「笑感」感謝・感動・感激の
“三感王”をめざそう!!

複雑な全自動検査を可能に

会社外観

製造業

表 代表取締役

川端 章仁

●経営理念および方針

●経営理念および方針

代

電気機械器具製造業

創業年 1981年

小島 久嗣

京都市下京区七条御所ノ内西町18
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製造業

電気機械器具製造業

電気機械器具製造業

共進電機株式会社

電気機械器具製造業

製造業

製造業

製造業
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電気機械器具製造業

表 代表取締役社長

製造業

電気機械器具製造業

株式会社ユウコス

創業年 1939年
代

電気機械器具製造業

電気機械器具製造業

電気機械器具製造業

トクデン株式会社

製造業

製造業

製造業

製造業

創業年 1999年

北野 嘉秀

所在地 〒607-8345

京都市山科区西野離宮町40番地

U R L https://www.tokuden.com
T E L 075-581-2111
Email affairs-k@tokuden.com
●事業内容

誘導発熱ジャケットロール、ハイブリッドロール、
特殊変圧器、電源システム、過熱蒸気発生装置、
中周波誘導加熱装置等の電磁誘導技術と均温技術
を組み合わせた機器の開発・製造・販売を行う電
気機器製造メーカーです。

代

培った独自技術で世界を舞台に活躍しています
高品質な熱ロールで
身近なものづくりの
熱処理工程を支えています！
幅広い業界で活躍！
自動車

リチウムイオン電池

スマートフォン

飛行機

高級紙 紙オムツ・マスク

道井 博夫

所在地 〒615-8033

京都市西京区下津林東大般若町37

U R L www.ucos.co.jp
T E L 075-382-2833

最高1200℃の過熱蒸気で
熱処理に革命！
殺菌

洗浄

焼成

炭化

ありとあらゆる熱処理に

●経営理念および方針

創造の精神を常に尊び、よりよい製品を創り出す
ことによって先端技術産業社会への技術的貢献を
果たすことを会社経営の基本理念としています。
2019年は京都府から「きょうと健康づくり実
践企業」認証、経産省から「健康経営優良法人
2019」に認定され、従業員の健康を最優先に考
える企業として、健康経営活動を行っています。

表 代表取締役

Email info@ucos.co.jp
●事業内容

大型デジタルプリンタの周辺機器の開発・製
造・販売
１. 紙揃え機（多方面に10機種以上展開）
２. ドライコート加工機（ラミネート機の特別版）
３. オンデマンドプリンタの周辺ユニット
４. ロータリィダイカッタ
●経営理念および方針

誘導発熱ジャケットロール

平成31年「健康経営優良法人
2019」に認定されました

過熱蒸気発生装置 UPSS
平成31年
「きょうと健康
づくり実践企業」
に認証されました

製造業

（１）声を形に・・・リスクを持った開発姿勢
（２）社会及び対応する業界への貢献
（３）帰属及び関連する人々のやりがいと生きが
いを目指す。
（生涯現役を目指す）
（４）Ｗ．Ｗ（ワールド・ワイド：全世界向）の展開

電気機械器具製造業

『太陽光発電・防災・電源のコンビニ』
日本電気化学株式会社

和晃技研株式会社

創業年 1905年

創業年 1959年

代

表 代表取締役社長

小林 剛一

表 代表取締役社長

岩﨑 隆二

所在地 〒601-8448

U R L https://www.ndkgk.com/

U R L http://www.wako-kyoto.com

T E L 075-591-0380

T E L 075-681-6291

Email eigyo@ndkgk.co.jp

Email info@wako-kyoto.com

●事業内容

●事業内容

京都市山科区西野後藤町18

創業100年超を誇り「京の老舗」として時代を紡
いできた、日本電気化学は「ハードからソフトま
で多様な創造領域を結集させるNDK」を企業ポリ
シーに、電子機器・医療機器・産業用制御装置な
どの開発から組立までの一貫生産をしています。
●経営理念および方針

1、われわれは、業界中最高の技術水準を保持すべ
く、たえず研鑽することにより、工業界に不可
欠の製品を供給して、会社の繁栄を維持する。
2、われわれは、企業組織、設備資本の総力を駆
使し、さらに創意をもって広く一般社会に貢
献する魅力ある製品を創り出すことにより会
社の発展をはかる。
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代

所在地 〒607-8356

京都市南区豊田町26番地

『防災・BCP対策のエキスパート！』
1. 自家発電装置、（非）常用電源、蓄電装置
2. 太陽光発電システムの総合企画、製造、設置
3. 消火システム及び関連機器の設計製作
4. 各種バッテリーの販売

太陽光発電事業
(株)ログレス貿易とコラボ

環境に優しいＬＰガス発電機
防災産業展 in 東京ビッグサイト

防災産業展2018 当社ブース盛況！

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） ｉｎ ソロモン諸島 ２０１９年３月

●経営理念および方針

☆経営理念【他社では創れなかったものを製品化
する】
と言う創業の精神に基づいて、独自技術の醸
成を図り、開発型企業として技術立社を目指す。
◆経営方針【電源・防災分野の便利屋稼業に徹する】
時代の要請にタイムリーに対応し、より高機能で廉
価な製品作りを通して社会に貢献する。
ＣＯＰ２４ ｉｎ ポーランド ２０１８年１２月
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情報通信機械器具製造業

株式会社アナテック・ヤナコ

創業年 2000年

創業年 1892年

代

表 代表取締役

所在地 〒600-8086

高杉 政臣

代

Email info@kbdevice.com

Email info@yanaco.co.jp
●事業内容

環境計測装置、分析装置の開発・設計・製造・販売
＜水質モニタ＞
総量規制及び、各種規制対応自動測定装置
＜ガスモニタ＞
煙道排ガス及び、工程管理対応自動計測器
●経営理念および方針

セキュリティの新常識 ～業界最長クラス保証～

機器異常の検知・お知らせサービス

製造業

その他の製造業

生分解性獣害対策資材

その他の製造業

可能性は無限大！

アイマー・プランニング株式会社

お客様の要望を形にする

創業年 1991年
表 代表取締役社長

開発力に自信があります

井爪 大策

京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町112番地

U R L http://www.imer.jp

代表取締役社長 井爪大策

T E L 075-603-3878
Email sec@imer.jp
●事業内容

飲料缶印刷、商業用印刷の印刷機及び印刷関連機
器設計開発、製造、販売。当社の装置は飲料缶印
刷機、金属シート印刷機、シール・ラベル印刷機、
CD・DVD印刷機、書籍や商品パッケージなどの商
業用印刷機、など多様な分野で使われています。

伏見区・本社社屋

開発会議

IPC システム

【表彰実績】
◇IPC システム
第 59 回京都府発明等功労者表彰「優秀賞」
◇CIS（検缶機）
京都中小企業技術大賞「優秀技術賞」
◇DReS（自動紙粉除去装置）
日本印刷学会「技術奨励賞」

●経営理念および方針

当社は印刷環境の改善、効率化、省力化を追求した
製品開発に力を入れ、設計から製造までを行ってい
ます。従来の常識にとらわれない発想力を最大限に
活かし、お客様のご要望に応えながら常に新しい技
術、製品開発に取り組んでいます。皆が互いに尊重
し合い、信頼し合うことが大切だと考えており、人材
育成に力を入れています。

アルケーウィル株式会社

CIS（検缶機）

■レイスタープロテックス

創業年 2000年
代

表 代表取締役社長

所在地 〒918-8152

所在地 〒612-8384
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「正しく測ることで、未来の地球環境に役立ちたい」
を形にしていく会社です。
「社是」「経営理念」
公益 社会に役立つ会社でありたい
至誠 社会から信頼される会社でありたい
躍進 変化を楽しむ会社でありたい

海外教育支援

製造業

代

その他の製造業

T E L 075-611-1100
防犯カメラシステム

私たちケービデバイスは、防犯カメラシステムの
専門メーカーとして、開発・製造・販売・施工・
保守を行っています。全ての工程を一貫して請け
負い「ワンストップソリューション」により、お
客様に「安心・安全」をお届けします。
最先端技術を駆使し、防犯・映像・介護シス
テムの構築を通じて社会に貢献します
顧客から信頼される技術・システムの提案と
ともに、透明度の高い会社を目指します
常に改善・改革を旨とした行動に徹します
４つの行動方針
迅速対応、顧客重視、適正価格、意識改革

製造業

京都市伏見区下鳥羽平塚町145番地

U R L http://anatec.yanaco.co.jp

●事業内容

●経営理念および方針

桺本 依子

所在地 〒612-8387

京都市下京区松原通東洞院東入
本燈籠町22番地2 Kbビル
U R L https://www.kbdevice.com
T E L 075-354-3372

表 代表取締役

その他の製造業

その他の製造業

情報通信機械器具製造業

株式会社ケービデバイス

製造業

製造業

製造業

製造業

山中 克己

福井県福井市今市町19-1-5
＜京都支店＞
〒604-0847
京都市中京区烏丸通二条下ル
秋野々町529番地 ヒロセビル8階
U R L http://www.arkhe-will.jp/
社 0776-38-4611
T E L 本
京都支店 075-634-4511
Email info@arkhe-will.jp

⇒

生分解性ネットに唐辛子の辛み成分カプサイシンを濃縮し
ネットに含浸させ獣害の嗅覚からも忌避効果を発揮。

■生分解マックス

■シカクマブロック

●事業内容

生分解性樹脂関連商品の開発・製造・販売
鳥獣害対策資材の開発・製造・販売
農業用忌避剤の開発・製造・販売
●経営理念および方針

人と環境にやさしい製品を企画・開発・販売し
循環型社会形成に貢献します。

生分解性テープ。
伸縮性と透湿性に
優れ樹木の成長に優しいテープ。

生分解性ネット。
樹皮に絡む構造で
ずり落ちにくい。
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その他の製造業

上野金属工業株式会社

めっき方法を取り入れています。

創業年 1962年
代

表 代表取締役

製造業

その他の製造業

株式会社キョーテック
創業年 1933年

上野 忠明

代

表 代表取締役社長

佐野 聡伸

所在地 〒612-8236

所在地 〒600-8814

U R L www.uenokz.co.jp

U R L http://www.kyolite.co.jp

T E L 075-622-4840

T E L 075-311-6521

Email ueno@uenokz.co.jp

Email kyoliteh@osk3.3web.ne.jp

●事業内容

●事業内容

各種産業用及び工業用の生産ライン部品、自動車
用又は、家電用部品の金属上への電気メッキ処理
業務。
RoHS対応の三価めっきを取り入れており、重量
物から極軽量物、歪な形のものまでスピード対応
●経営理念および方針

Quality（高品質） Cost（適価）
Speed（速さ） Service（サービス）
をモットーとし、これまで築いてきた自信と誇り
をもち、専門的な技術を生かし更なるステップ・
アップを目指し邁進しています。

京都市下京区中堂寺庄ノ内町39番地

全自動三価亜鉛めっき

全自動バレルめっき

・住宅、商業施設、船舶など、内装用化粧板の
製造
・プリント電子基板、PTC電気式床暖房の製造
●経営理念および方針

信用と信頼を大切にする心が
すべての作業に生かされています。

製造業

【社 憲】
・創意工夫 ・技術練磨 ・未来創造
【理 念】
会社の発展と社員の幸せが一致する経営を行う。
伝統的な技術を成長分野へ生かして発展する。

その他の製造業

株式会社大木工藝

株式会社草川精機

創業年 1970年

創業年 1962年

大木 武彦
所在地 ＜本社＞ 〒520-2114
滋賀県大津市中野3丁目4番13号
＜販売会社OHGI＞ 〒602-0853
京都市上京区宮垣町75番地
ヴィラ荒神口108号
U R L http://ohki-techno.com/
T E L 077-549-1309
代

表 代表取締役

代
大木工藝 本社

●事業内容

炭素材研究開発製造企業として、医療・建材・エネ
ルギー・美容・環境・食品等の様々な特許取得56
件、申請中を含めると175件あります。医学部、
工学部との共願取得も8件と産学連携で新規性の
高い商品を世に送り出しています。
商品コンセプトの一貫性と、時代と共に顧客あり
きで「勢い」「スピード」「実行力」を大事に経
営も含めた「デザイン」力のある高付加価値商品
を提供します。

表 代表取締役

草川 博史

所在地 〒601-8143

京都市南区上鳥羽麻ノ本町20-4

U R L https://kusakawa.co.jp/
T E L 075-662-2525
Email info@kusakawa.co.jp

Email kyoto@ohki-techno.com

●経営理念および方針

その他の製造業

その他の製造業

その他の製造業

RoHS 対応（環境に良い）

京都市伏見区横大路下三栖里ノ内34-19

●事業内容
香川県さぬき市 大木工藝 ハイブリッド高機能炭化工場
天井・壁・ブラインドに使用

精密機械部品切削加工
・半導体・液晶装置の部品
・産業機械精密部品
・医療機器部品
・輸送機部品 他
●経営理念および方針

不燃性節電シート「デコカーボⓇ」

廃プラ炭化処理再利用工程
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製造業

製造業

製造業

製造業

社員一同

＊ 常にチャレンジ精神をもち、技術の前進を図り
お客様に信頼される企業として広く社会の発展
に貢献する。
＊ 伝統と最新の調和の中で、加工技術の研究、開発
を続け、顧客満足及び継続的改善を推進する。

急速充放電キャパシタ
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その他の製造業

その他の製造業

「中小企業の企画部を代行する」というミッションのもとに、

三幸総研株式会社

シュンビン株式会社

創業年 1966年
代

表 代表取締役社長

創業年 1947年

古澤 志津夫

代

表 代表取締役

津村 元英

所在地 〒615-0054

所在地 〒612-8235

U R L http://www.sanko2000.com/

U R L https://www.shun-bin.com/

T E L 075-321-4825

T E L 075-611-0188

Email info-sanko@sanko2000.com

Email info@shun-bin.com

●事業内容

●事業内容

京都市伏見区横大路下三栖東ノ口1-3

高クリーン環境下での、プラスチックフィルム、
テープ材、発泡体などの高精度打ち抜き加工を
行っています。また加工に伴うラミネート・検
査・パッケージにも対応。豊富な材料・加工の知
識を駆使し、+αの“加工力”でご提案します。

1.
2.
3.
4.

ブランド構築
グラフィックデザイン
Ｗｅｂサイト制作・運用支援
建築デザイン

●経営理念および方針

【小さな一流】になる
大手製造メーカーのパートナーとして今日まで、
「切る」というコア技術のみならず、得意先の困
りごとを改善して参りました。製造には必ず素材
が必要となり、その素材は必ず「切る」ことが必
要となります。これからも我々は製造業のベスト
パートナーとして進化し続けてまいります。

あたかも顧客の社員のように必要なときに必要な機能を

製造業

その他の製造業

製造業

株式会社サンコンタクトレンズ

鈴木産業株式会社

創業年 1971年

創業年 1976年

表 代表取締役社長

所在地 〒604-0983

笹川 泰弘

京都市中京区麸屋町通夷川上る
笹屋町475
U R L http://www.sun-con.com/
T E L 075-221-6861
●事業内容

コンタクトレンズの研究、開発、製造および販
売、医療機器の開発、販売および修理、医療機関
向け情報システムの開発・販売、前各号に付帯す
る一切の業務
●経営理念および方針

【社会への貢献】会社の発展は社会に貢献した度
合いによって決定される
【安全な視力の提供】レンズそのものを売るだけ
でなく安全性や快適さというソフトウェアを付け
て売る会社でありたい
【ベストの製品づくり】最小であっても最良のコ
ンタクトレンズを提供する会社でありたい

新規事業の構築やそれの販売方法や顧客対応まで具体的に提案する

経営理念
全社員の物心両面で幸せになると同時に、仕事を
通じて世の中に貢献する
ミッション
1. お客様の企画部を代行します。
2. お客様の売上を上げることで会社の売上を伸
ばします。

●経営理念および方針

代

その他の製造業

その他の製造業

顧客のブランディング・マーケティングを一貫して支援

京都市右京区西院月双町73番地
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製造業

製造業

製造業

製造業

代

表 代表取締役

その他の製造業

東南アジアに累積する排水処理問題を独自のエアレータシス
テム（生物処理曝気システム）により高機能処理の改善提案。
ラグーンポンドと表面曝気の方式から半分のランニングコスト
による省エネから環境問題の解決に寄与。染色・食品・パーム
オイル・ゴム工場・集合団地等の排水処理を環境省・経産省・
JICAのODA等の補助金を有効活用し、環境問題の解決に対応。

鈴木 淳司

所在地 〒615-8263

京都市西京区山田久田町3-15

U R L https://www.mmm.ne.jp/~suzukisa/
T E L 075-392-7577
Email suzuki-2@po.mmm.ne.jp
●事業内容

5年間の京大ベンチャープラザでの研究成果から
バイオテクノロジーと独創性の高い環境エンジニ
アリングシステム（排水処理システム・真空乾燥
機・余剰汚泥破砕装置・凝集剤・河川浄化システ
ム等）を開発、東南アジアへ事業展開中。

JICA ODA インドネシア・メ
ダン PTPNパームオイル
工場排水新プラント
BOD 500⇒20mg/L

タイ アマタナコン工業団地集合
排水処理 ラグーンポンドの表面
曝気から エアレータＳ１に入替
処理能力向上 電気代大幅削減
65kw⇒30kw 55%の省エネ

●経営理念および方針

環境エンジニアリングシステム特にエアレータ
S1(特許取得品)を主体とする排水処理装置によ
り、省エネによる償却の早い安価なシステムの提
案から東南アジアに累積する排水処理問題の解決
に寄与する。

環境省JCMプロジェクト インドネシア・パレンバン
ABPゴム工場排水処理 24,000㎥/日
BOD1,294⇒20mg/L 40%の省エネ デｲフューザー
との入替
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その他の製造業

その他の製造業

その他の製造業

株式会社傳來工房

山中産業株式会社

創業年 平安時代初期
代

製造業

その他の製造業

製造業

製造業

製造業

創業年 1950年

表 代表取締役社長

橋本 和良

代

表 代表取締役社長

鈴木 基伸

所在地 〒601-8317

所在地 〒616-8044

U R L http://www.denraikohbo.jp/

U R L http://www.yamanaka-sangyo.jp/

T E L 075-681-7321

T E L 075-802-5397

Email webmail@denrai.co.jp

Email honsha@yamanaka-sangyo.jp

●事業内容

●事業内容

京都市南区吉祥院新田弐ノ段町45番地

食品用のラッピングリボン

クリスマスケーキに
飾られるオーナメント

京都市右京区花園扇野町17番地

ティーバッグ・コーヒーバッグ等の嗜好性飲料抽
出用フィルター、ラッピングリボン、オーナメン
ト等の食品装飾用資材の製造販売を行っていま
す。海洋汚染を初めとする環境問題に早期から取
組み、1999年には世界初となる、植物由来の生
分解性繊維ソイロン™を使用したメッシュ織物を
ティーバッグ市場に上市しました。

1. Deaʼs Garden（一般住宅用エクステリア商
品）のデザイン・設計・製造・販売
2. 建築内外装、景観向けのアルミ・ブロンズ鋳
物製品のデザイン・設計・製作・施工
3. モニュメント・立像などの鋳物彫刻作品製作
●経営理念および方針

Art Presenter…すべての人にアートフルな空間
を通して夢を送ります
Good Company for People…傳來に関わるす
べての人にとって、よい会社を目指します
Denrai for Dreams…全員の夢の達成の場が傳來
工房です

ティーバッグの数々

当社の製品形態（上部）
製品形態（下部）

●経営理念および方針

1. 一品一品心して作りましょう。
2. 工夫により前進しよう。
3. ここに働く人がここに関係のある人が幸福に
なる会社にしましょう。

その他の製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

電気・ガス・熱供給・水道業

製造業

2016年に開設した能登工場
（FSSC22000認証取得）

有限会社アクアテック
創業年 1992年

株式会社フジタ

代

創業年 1977年
代

表 代表取締役

京都市右京区西京極東衣手町104番地

京都市山科区東野森野町46-4

U R L http://www.fujitanet.co.jp
T E L 075-592-7550

●経営理念および方針

銘板

どこよりも「室名札」に誇りを持ち
どこよりも「最短」でお届けし
どこよりも「楽しく」笑顔で仕事をする
それが株式会社フジタです。
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T E L 075-314-4444
Email kyoto@dsb.co.jp
●事業内容

スーパーマーケットの冷凍・冷蔵機器に特化した
省エネ装置「エアポレーター」の販売・施工とメ
ンテナンス。

Email info@fujitanet.co.jp

室名札 各種案内板 点字標示板
の製造販売
点字サインのご提案
学校 老健 病院サインのご提案

浜野 良平

所在地 〒615-0871

藤田 浩嗣

所在地 〒607-8147

●事業内容

表 代表取締役

●経営理念および方針

後から参入するものに、場所なんかほとんど空い
ていません。我々は「エアポレーター」に磨きを
かけて空調の省エネ業界のファーストワンに成ろ
うと奮闘中です。
前例がないため、周到に用意された図面や地図は
ありません。
理念は、正しい失敗と努力を継続することです。
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情報通信業

エフシステム株式会社

株式会社スリーエース

創業年 1989年

創業年 1981年

代

表 代表取締役社長

藤井 将人

代

表 代表取締役

所在地 〒602-8011

所在地 〒601-8207

片山 茂

京都市上京区烏丸通下立売上ル桜鶴円町
374番 シーシーエスビル3階
U R L https://www.3ace-net.co.jp/

京都市南区久世中久町699-3

U R L http://www.fsystem.co.jp/
T E L 075-924-3437

情報通信業

情報通信業

情報通信業

システム開発

アプリ開発

T E L 075-432-5610

●事業内容

新車販売時の「買取保証」の仕組みやノウハウを
誰もが活用できる「Fシステム」としてシステム
開発し、全国の自動車販売会社へFC展開を行って
います。自身もFCの本部として、「Fシステム」を
活用した自動車販売業を手掛けています。
●経営理念および方針

新車をメーカーの立場に立ってどう売るかを考え
る「販売代理店」から、メーカーの枠を超え消費
者の立場に立って何をどう買いたいのかを考える
「購買代理店」へ。それが、Ｆシステムの基本的
な考え方です。自動車販売における不透明な部分
をなくし「納得して買ってもらう」ことを大切に
しています。

●事業内容

システム開発（スクラッチ開発）、アプリ開発、
技術者派遣、保育士派遣を中心に「ヒト」に関連
するソリューションを提供しています。
●経営理念および方針

国産全メーカーの
新車取り扱い！
お店でお待ちしております。

経営理念：
人に働く場を提供し、人に働く喜びを伝え、その
結果をもって社会に貢献する。
人は働いてこそ自分の存在価値を実感できます。
働きがいは生きがいです。
方針：
我社は人と人の関係を大切にする会社であること。
我社は人が育つ会社であること。
我社は人のお役にたてる会社であること。
を、会社の方針としています。

技術者派遣

保育士派遣

お客様に寄り添うサービスの提供。
いかなる業務においてもお客様により良いサービスを提供できるか
どうかは、お客様のことを「よく知る・よくわかる」ことが重要となりま
す。お客様のことを「よく知る・よくわかる」ことが出来れば、次々に
お客様が要望されることが実現可能になり、様々なサービスの向
上を図ることができるようになると考えています。
「明日につながる「前向きな」サービス提供に取り
組むこと」これが弊社のモットーです。

情報通信業

情報通信業

大空への夢を・・・・
株式会社キヤミー
創業年 1990年
代

表 代表取締役 C.E.O

所在地 〒600-8472

吉川 直人

T E L 075-353-2550
Email info@cammy.co.jp
●事業内容

1. プログラミングを中心とした技術者教育・技術
者育成事業
2. I T・A I に関するシステム・製品の企画・開発・
販売
3. お客様のご要望に応じたシステムの開発（機
械・装置・組み込み系の開発を得意とします）
私たちは、創造的で即戦力のある人材の育成を
行うことで社会に貢献します。
私たちは、独創的で実用的な製品を供給するこ
とで社会に貢献します。
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株式会社テクノブレイン
創業年 1994年

京都市下京区西洞院通妙伝寺町四条下る
720番地 光悦ビル5F
U R L http://cammy.co.jp

●経営理念および方針

Welcome to CAMMY

そして大空の安全を！

代

表 代表取締役

芦達 剛

所在地 〒607-8081

京都市山科区竹鼻外田町27-1

U R L https://www.technobrain.com/home/
T E L 075-591-4657
Email recruit@technobrain.com
●事業内容

航空機や航空管制をテーマにしたゲームソフトを
中心に手がけてきましたが、いつしか当社独自の
技術と専門知識が航空産業界からも注目されるよ
うになり、今では本物のパイロットや航空管制官
の訓練システムを手がけるまでになりました。

国内外のプロが使う航空管制シミュレータ「ULANS」シリーズ

航空ファンに２０年以上愛され続けてきた
Windows版ゲーム「ぼくは航空管制官」シリーズ

●経営理念および方針

【大空への夢を人々に提供する】
それが創業以来変わることのない当社の大きな目
標であり、仕事であると思っています。
これからも、世の中に必要とされるオンリーワン
のベンチャー企業であり続けるよう、新たなチャ
レンジを続け、コンプライアンスを重視しながら
精進してまいります。
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バンテック株式会社

株式会社ラプラス・システム

創業年 1992年
代

表 代表取締役

所在地 〒600-8431

情報通信業

情報通信業

情報通信業

情報通信業

創業年 1990年

各務 勝己

京都市下京区綾小路通り新町東入
善長寺町143マスギビル5階
U R L http://www.vansoft.co.jp
T E L 075-342-4623

フルスクラッチによるシステム開発で
お客様の業務を強力にバックアップします。
製造業様向
基幹システム

製造ラインの
監視制御

流通業様向
在庫管理システム

クライアント先常駐
による開発支援

Email vantec@vansoft.co.jp

200件以上の豊富な
システム開発実績

●事業内容

ITシステムの企画提案、開発、保守運用
統合型販売生産管理システム：製造販売を一本化
製造実行システム（MES）：工場の見える化
エンジニアリング：営業・工場の情報化と自動化
技術者派遣：開発支援
●経営理念および方針

「自然・人・想いを大切に」
創業以来一貫して情報化技術に携わってきた経験
を生かして、バランスの取れたより良い社会の実
現を目指します。
お客様、社員、協業パートナーの皆様と三位一体
にて雇用を守れるように調和の取れた経営を大切
にしてまいります。

業種を越えた幅広い
パートナー体制

表 代表取締役社長

堀井 雅行

所在地 〒612-8083

京都市伏見区京町1-245

U R L https://www.lapsys.co.jp
T E L 075-604-4731
Email contact@lapsys.co.jp
●事業内容

科学技術系ソフトウェア、主に太陽光発電計測・
表示システム、太陽光発電シミュレーション等の
自然エネルギー関係アプリケーション開発・販
売、コンサルタント業務 等
省エネ閉鎖型
黒ウコン植物工場

企画提案から開発、
運用保守までサポート

代

異業種との
コラボレーション

●経営理念および方針

・明日を創造する力
・分かり易さへのこだわり
・自然エネルギーの未来を切り開く
・世界を目指して

×
2018年10月から株式会社ベルチャイルドと資本業務提携
https://www.bell-c.co.jp

運輸業／郵便業

運輸業／郵便業

情報通信業

キャビックトラベルの介助付き旅行

株式会社藤原事務所
創業年 1980年
代

表 代表取締役

創業年 1962年

藤原 君仁

代

表 代表取締役

兼元 秀和

所在地 〒601-8454

所在地 〒615-0907

U R L http://www.fhos.co.jp

U R L http://www.cabik.co.jp

T E L 075-606-1508

T E L 075-861-1188（代表）

Email info@fhos.co.jp

Email info@cabik.co.jp

●事業内容

●事業内容

●経営理念および方針

●経営理念および方針

京都市南区唐橋経田町25-2 3階

パッケージソフトウエアの開発
ソフトウエアの受託開発
コンピュータの導入・運用・保守
コンピュータネットワークの導入・運用・保守
ハードウエア・ソフトウエアのメンテナンス
「自然で 簡素で 公正」で先進的なパッケージソ
フトウエアの製品化を進め、中小事業所の皆様が
経済的に、安心して導入でき、効率的なペーパー
レス・ワークスタイル実現にお役立ちできるシス
テムと良質なサービスの提供に努めて参ります。
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株式会社キャビック

京都市右京区梅津段町8番地

介護付きの楽しい外出支援サービス

１. タクシー事業は、一般タクシーやユニバーサ
ルデザインタクシー、福祉車両を運行
２. 介護事業は、高齢者や障がい者の在宅介護及
び地域密着型のグループホーム等
３. 旅行業は、ケア付き日帰り旅行の企画販売
キャビックの強みである「移動」「介護」「環境」
を有機的に提供し、地域社会で必要とされる企業
を目指します。
実践目標
強みを活かすことと同時に、その強みを『卓越し
た知識や技術』へと進化させていこう

ユニバーサルデザイン
タクシー導入
65

運輸業／郵便業

運輸業／郵便業

運輸業／郵便業

運輸業／郵便業

京都観光ループバス

株式会社ケイルック

冨士倉庫運輸株式会社

創業年 1993年
代

表 代表取締役

創業年 1969年

本田 欣也

京大病院ライナー

京都らくなんエクスプレス

代

表 代表取締役社長

兼元 邦浩

所在地 〒601-8351

所在地 〒612-8296

U R L http://www.klook.co.jp/

U R L https://fuji-soko.com/

T E L 075-661-1234

T E L 075-601-7261

Email mbox@klook.co.jp

Email info@fuji-soko.com

●事業内容

●事業内容

京都市南区吉祥院這登西町14番地

京都市伏見区横大路柿之本町13番地の1

新たなモビリティ社会に向けた運行管理システム
の開発。自家用自動車による運行管理ソリュー
ションの提供。貸切バス、路線バスによる公共交
通モビリティ事業。

倉庫業・運送業・流通加工業を軸としＢｔｏＢ
だけでなくＢｔｏＣでエンドユーザーへつながる
ＩＯＴ物流事業
●経営理念および方針

良心に基づく公正明朗な企業活動を通じ、
我々に関わる全ての人の幸福を追求すると共に
社会の発展に貢献する。

●経営理念および方針

【経営理念】新たな価値を創造し人と社会に貢献する
【経営基本方針】
安全・安心の追求と法令順守を誓い健全な事業
を推進すること
礼儀・礼節を重んじ真心ある最高のサービスを
提供すること
社員一人一人の能力と個性が存分に発揮される
会社たること

京都観光ループバス

運輸業／郵便業

運輸業／郵便業

お客様本意の多様なメニュー

株式会社五健堂

都タクシー株式会社

創業年 1989年
代

表 代表取締役

創業年 1940年

蓮尾 拓也

表 代表取締役

筒井 基好

所在地 〒601-8124

U R L https://www.gokendo.co.jp/

U R L http://www.117385.com

T E L 075-612-6688

T E L 075-671-6101

●事業内容

Email miyakog@mx1.alpha-web.ne.jp

京都市伏見区横大路菅本2番地58

運ぶことは「運送」、預ることは「倉庫」、そこ
にピッキングや仕分作業、保管、テナントとして
事務所や倉庫、ガレージを賃貸し、当社とお客様
の両方のムダなコストを省くために物流合理化を
しています。コメダ珈琲店13店舗、コンビニ事
業もしています。
●経営理念および方針

【経営理念 五つの大満足】
一、お客様大満足
一、仕入先様大満足
一、社員大満足
一、会社大満足
一、社会大満足
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代

所在地 〒612-8251

京都市南区上鳥羽塔の本30番地の2

●事業内容

1. 一般乗用旅客自動車運送事業
（タクシー・ハイヤー）
2. 一般貸切旅客自動車運送事業（貸切バス）
3. 自動車整備工場（民間車検工場）
4. 企業主導型保育事業（託児所）

都タクシーは働く女性を応援しています

●経営理念および方針

ホスピタリティ精神で、京都でしかできない“おも
てなし”と質の高いサービスを提供し、社員一人一
人が誇りをもって京都の魅力を伝えております。
「子育てタクシー」の運行や託児所事業の新設に
より、女性ドライバーの採用や地域の子育て女性
の共働きを支援しております。

ＱＲ
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卸売業／小売業

株式会社青木光悦堂

株式会社伊と幸

創業年 1892年

創業年 1931年

代

表 代表取締役社長

青木 隆明

代

所在地 〒604-8176

所在地 〒607-8179

U R L https://aokikouetudou.com/
T E L 075-592-8773

T E L 075-254-5884

Email info@aokikouetudou.com

Email support@kimono-itoko.co.jp

●事業内容

●事業内容

青木光悦堂本社。
大きな看板が目印です。

高齢者施設向けお菓子の献立
「カシデリ」

●経営理念および方針

理念：喜び創造企業 ビジョン：心の満足日本一
規模は追求しません。それよりも、世の中になく
てはならない「頼られる、愛される」会社であり
たいです。従業員一人一人が自分自身の大切さに
気づき、お客様に感謝し、「心なごむ 故郷の銘
菓(R)」に携わる全ての人に幸せと喜びを提供し
ます。

北川 幸

京都市中京区御池通室町東入竜池町
448-2
U R L https://www.kimono-itoko.co.jp

京都市山科区大宅御所田町30-3

当社ブランドのお菓子「心なごむ故郷の銘菓」を
全国各地のスーパーマーケットや小売店に販売、
お客様用に開発したOEM商品の加工製造、直売店
やWEBを使った小売業と高齢者施設へ日替わりの
お菓子をお届けするカシデリを行っています。

表 代表取締役社長

卸売業／小売業

卸売業／小売業

卸売業／小売業

和装用の白生地メーカー、絹織物製造卸売業。
日本画の絵心を織り込んだ地紋様に特徴がある。
絹織物を現代の産業技術と融合して応用製品化。
空間装飾材「絹ガラス」事業を展開。
自社ビルのテナント化による不動産賃貸業。
●経営理念および方針

第27回 全国菓子大博覧会
三重 功労賞受賞

直売店

日本初の繭・生糸から白生地までの統一ブランド
「松岡姫」をはじめ、着物の素材となる白生地の
品質に拘っています。
「身を装う絹」の着物で培った和の感性と匠の技
を、「空間を装わせる絹」としてインテリア資材
でも生かすことにより、伝統産業の夢と未来を創
ります。

幸悦庵

卸売業／小売業

卸売業／小売業

手芸用バッグパーツブランド

旭合同株式会社
創業年 1966年
代

表 代表取締役

塩野 忠人

所在地 〒601-8103

京都市南区上鳥羽仏現寺町29番地

U R L http://www.asahigodo.co.jp
T E L 075-682-2212
Email alpha@asahigodo.co.jp
●事業内容

ガラス・プラスチック容器販売
サプリメント原料輸入、健康食品OEM受託製造
建材・梱包資材加工販売
●経営理念および方針

当社は
『最良の会社』
を目指して努力し続けます。
『最良の会社』
とは
1. お客様に喜ばれ、お客様の役に立つ商品・サービ
スを提供し続け社会的に存在意義がある会社。
2. 当社に関わる全ての人(社員とその家族、株主、取
引先、地域社会)が当社の事業に関わる事によっ
て自己実現ができて、物心共に豊かになり幸せに
なれる会社。
3. 高い収益を上げ続ける企業を目指し雇用の創出
と納税を行い社会に貢献できる会社。
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植 村 株式会社

●全国手芸店、教室ならびにネットショップにて販売中！

創業年 1902年
代

表 代表取締役

所在地 〒602-8246

植村 一夫

京都市上京区上長者町通黒門東入杉本町
459番地
U R L http://www.inazuma.biz/
T E L 075-415-1001
Email info@inazuma.biz
●事業内容

持ち手、がま口を中心とする手芸用バッグパーツ
のオリジナル企画メーカーです。他にも和風素
材(ちりめん、紐など)も取り扱い、それら約1万
点のアイテムの卸売販売と、自社webショップ
「INAZUMA shop」を運営しています。

自社オリジナル合成皮革約30色展開と海外から直接仕入れた
材料など自社素材を掛け合わせて毎月市場ニーズに合わせた
オリジナルの新商品を出し続けております。小ロット多品種の生
産・出荷体制を整えておりますので、供給体制も市場より好評
価いただいております。

●約1万アイテムの取り扱い商品！
～主なINAZUMA製品ラインナップ～
・持ち手
・口金
・金具
・パーツ
・紐
・房
・ちりめん

●INAZUMA製品を使ったステキな作品例

●経営理念および方針

＜経営理念＞ ご利用いただくお客様に喜んでい
ただくことを自らの喜びとし、その喜んで頂いた
大きさに応じて利益が得られると考える。
＜経営方針＞ 世の中の変化に合わせて対応でき
る能力を持ち、ニーズを取り入れて今までにな
かった商品、サービスを開発し適正な価格で提供
し、お客様に最大の喜びを与えることを目指す。
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近江屋ロープ株式会社

安全・省力・環境緑化を
21世紀のテーマとして

創業年 1805年
代

表 代表取締役

所在地 〒600-8310

卸売業／小売業

株式会社Kamogawa
創業年 1949年

野々内 達雄

ﾛｰﾌﾟ・吊り具・産業資材

物流設備機械器具

京都市下京区七条通西洞院東入
夷之町689
U R L https://www.ohmirope.co.jp/

三上 敦

所在地 〒601-8424

T E L 075-681-3741
●事業内容

林業機械、関係資材

獣害防止ﾈｯﾄシステム

ロープ及び産業資材販売
物流設備機器販売（機械器具設置工事業認可）
獣害防止システム開発、販売
農業機械及び関連資材販売
林業機械及び関連資材販売

１．機械工具総合卸売事業
２．ＰＢ事業（プライベートブランドの企画）
３．リノベート事業（切削工具の再研磨等）
●経営理念および方針

「そんなとこ」まで考える。このPhilosophyをも
とに、新しい価値を生み出すことで、世界の製造
業の発展に貢献します！

●経営理念および方針

「たゆまぬ自己形成と社会への奉仕」を理念とし
て、時代に応える事業活動を展開しております。
ビジネスのルーツ「綱」を決して見失わず、この
根幹から、「安全」「省力」「環境緑化」をテーマ
に事業を展開しています。社員の心の成長と会社
の成長が、ビジネスを通して社会貢献につながる
ことを願っております。

表 代表取締役社長

京都市南区西九条川原城町112

Email green@ohmirope.co.jp
●事業内容

代

U R L www.kamog.co.jp

T E L 075-361-2301

農業機械、関連資材

緑化関連資材

卸売業／小売業

卸売業／小売業

株式会社大垣書店
創業年 1942年
代

表 代表取締役社長

創業年 1952年

大垣 守弘

代

表 代表取締役社長

山野 昭彦

所在地 〒612-8457

U R L https://www.books-ogaki.co.jp/

U R L https://kyoto-matai.com/

T E L 075-468-1800

T E L 075-280-0033

Email soumu2@books-ogaki.co.jp

Email info@kyoto-matai.com

●事業内容

●事業内容

京都市北区小山西花池町1-1

書店を「本が売られている場所」から脱却させ、
「書店＋場」を提供することで創出・仕事・発
表・交流を生み出し、革新的な新業態の確立を目
指す。
1. 顧客（出版社・販売会社・読者）に対する感
謝報恩の精神を持って行動しよう
2. 自己の品性を磨き研鑽を重ね、強い信念と謙
虚な心遣いを維持しよう
3. 我々の給与は顧客より頂いているものだと自
覚しよう
4. 遣り甲斐のある職場にしよう
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株式会社京都麻袋

所在地 〒603-8148

●経営理念および方針

卸売業／小売業

卸売業／小売業

卸売業／小売業

京都市伏見区中島宮ノ前町21番地

京都市内のパン、洋菓子、和菓子、その他食品業
界などへ小麦粉、砂糖などの原材料を販売してお
ります。ユーザー様へは原材料を使用した商品提
案、有名シェフを招いての講習会なども行ってお
ります。
●経営理念および方針

食品産業の仕事を通じて社会へ貢献する。お客様
の満足を追求する。取引先・社員・株主にも信頼
される誠実な会社である。基本を徹底し、市場変
化に迅速に対応する。チャレンジ精神を忘れず、
独自性を創造する。一致協力して、社業の発展を
目指す。

1.

「おいしい・ヘルシー・安心」を基本にこだわりの厳
選食品を揃えています。

2.

原料の品質をベストに保つ為 ４温度帯保管機能
を充実させ“清潔日本一”を目指しています。

3.

食材を生かす「モノづくりの為の研修・講習会場
（おかげの間）」を完備し、得意先のご発展にお役
に立つことを目指しています。
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卸売業／小売業

株式会社熊谷聡商店

株式会社佐藤喜代松商店

創業年 1935年
代

表 代表取締役社長

創業年 1921年

熊谷 隆慶

代

表 代表取締役

佐藤 貴彦

所在地 〒607-8322

所在地 〒603-8357

U R L http://www.kyoto-kumagai.co.jp/

U R L www.urusi.co.jp

T E L 075-501-8083

T E L 075-461-9120

Email info@kyoto-kumagai.co.jp

Email info@urusi.co.jp

●事業内容

●事業内容

●経営理念および方針

●経営理念および方針

京都市山科区川田清水焼団地町9-5

京都市北区平野宮西町105番地

弊社は1935年の創業以来、京焼・清水焼の産地
製造卸商社として多数の作家や窯元とネットワー
クを築きながら商品の企画開発に取り組んできま
した。クライアント様のご要望に応じての製品作
りも承っております。

1. 捺染スクリーン製版資材卸小売
2. 漆精製卸小売
3. 漆製品企画デザイン製造・OEM
4. 漆塗装
5. 漆工芸教室運営・漆ワークショップ企画

全従業員の物心両面の幸せを追求すると同時に
日本の伝統的工芸品である京焼・清水焼を、日本
に、そして世界に発信し、人々に喜びと感動を与
えることができるように日々活動しています。

何事にもこだわりなく、楽しく取り組んでいます。

卸売業／小売業

三共精機株式会社

創業年 1775年

創業年 1942年

表 代表取締役社長

小堀 正

代

表 代表取締役社長

石川 武

所在地 〒600-8159

所在地 〒601-8328

U R L https://kobori.co.jp/

U R L http://www.sankyo-seiki.com/

T E L 075-341-4121

T E L 075-681-5711

京都市下京区烏丸通正面上る

Email info@kobori.co.jp

京都市南区吉祥院九条町49番地

真宗本廟(東本願寺)様ご修復

●事業内容

Email info@sankyo-seiki.com
●事業内容

寺院用仏具・仏壇・納骨壇・内装工事・念珠・香
具等仏事用品の製造小売

機械工具の販売を通じて、ものづくりの現場で複
雑化・複層化する課題に対し、総合的な提案やワ
ンストップのサービスの提供、課題に応じたシス
テム開発等、お客様の課題に応じたご提案をする
ことで進化するものづくりを支え続けます。

●経営理念および方針

お客様のご利益（ごりやく）と、会社の発展と社
員の成長幸せの統一を目指す。「神仏につなぐも
のづくり」を使命として本物の京仏具にこだわり
高品質第一主義を基盤にお客様に永続的にご満足
いただく事。

❖最適な商品を ❖ワンストップで ❖ノウハウとアイデア❖目標コストで ❖専門知識 ❖環境負荷への配慮

❖海外工場支援

❖グローバル

●経営理念および方針

納骨壇(アルミ製、スチール製、石室型等)

72

卸売業／小売業

株式会社 小 堀
代

卸売業／小売業

卸売業／小売業

卸売業／小売業

私達は機械工具の販売と技術力の発信を通じて
ものづくりの発展と地球環境の保全に貢献しま
す。 私達はコミュニケーションを大切にし共に
助け合い共に成長し共に喜びを分かち合える組織
を作ります。 私達は豊かな社会を築くために感
性を磨き感謝の心を育み自らが発信の起点となれ
るよう学び続けます。

全社ミーティング

モデルフォレスト
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株式会社三笑堂

株式会社タナカ善

創業年 1929年
代

表 代表取締役会長

卸売業／小売業

創業年 1950年

上田 勝康

代

表 代表取締役社長

田中 善隆

所在地 〒601-8533

所在地 〒601-8145

U R L http://www.sanshodoh.co.jp/

U R L http://www.tanakazen.co.jp/

T E L 075-681-5131

T E L 075-671-6900

Email cs@sanshodoh.co.jp

Email orange@tanakazen.co.jp

●事業内容

●事業内容

京都市南区上鳥羽大物町68

京都市南区上鳥羽西浦町54

三笑堂は医療機器の専門商社として出発し、現在
では医療業界をトータルでサポートしています。
病院・医院さんへお伺いする医療事業、在宅介護や
福祉施設へお伺いする介護事業、その他にもバイ
オ事業、医薬品事業、と業務にあたっています。

販売事業（工作機械、切削工具、ツーリング、測
定工具、電動工具、作業工具、荷役運搬機器、空
圧機器、伝導機器、OA、建設関連機器、住宅関
連機器）切削工具の開発・販売
●経営理念および方針

「お客様のために、みんなのために、社会のため
に」が基本的な行動指針です。無理や誇張がなく
真に役立つ商品やサービスの提供によって強い信
頼関係を築き、お取引が40年、50年、と長く続
くことを念頭に、好況なときも不況なときも京都
と滋賀のお客様のお役に立てるように実直にお手
伝いをさせていただいております。

●経営理念および方針

株式会社三笑堂は、スローガン「SPEED and
HEART」・「BEST for SMALL」・「ENJOY and
THINKING」のもと、正しいビジネスによっ
て、お客様、お取引様、そして弊社に、ベネ
フィットをもたらし永続することを目標にしてい
ます。

卸売業／小売業

卸売業／小売業

秀 和 株式会社

株式会社つえ屋

創業年 1985年
代

表 代表取締役社長

創業年 2005年

奥 敏郎

所在地 〒606-8392

京都市左京区聖護院山王町28-29

U R L www.shuwa.jp
T E L 075-751-0086
Email info@shuwa.jp
●事業内容

1.
2.
3.
4.

服飾雑貨・袋物の企画製造販売
秀和がま口製作所での製造
小売店舗「AYANOKOJI」の運営
WEBショップの運営

●経営理念および方針

「真心を込めた製品を考える」
私たちが一貫して求めてきたポリシーです。
秀和とは和に秀でること。
私たちは和を基本とした指針を掲げます。
1. 調和する和
古来と現代、洋と和・
・
相反するもののハーモニー
2. 和やかな和
安心感を得られるサービス。
3. 和して同ぜず 常にオリジナリティを追求。
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卸売業／小売業

卸売業／小売業

卸売業／小売業

代

表 代表取締役社長

所在地 〒604-0087

坂野 寛

京都市中京区丸太町通西洞院西入
横鍛冶町114
U R L http://www.e-104.info/
T E L 075-221-9988
Email info@e-104.info
●事業内容

「私たちの商品を持つことにより、外出する機会
が増え、明るい健康社会を築き上げる」というミッ
ションに基づいて、お客様に杖を提供している。
●経営理念および方針

「日本の新しい文化を創造する。」を経営理念と
して掲げ、常に杖を通して顧客の利便性や杖を持
つことによって明るい健康社会を築き上げて、健
康を通じて新しい文化を創造し、多くの顧客に生
きがいを感じていただくこととして
「お客様の喜び…すべての場面で価値を実感して
いただき、社員の喜び…自分の価値に気づき、幸
せな人生を送る、会社の喜び…社会に価値を与
え、永続する企業を目指す」
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株式会社寺子屋

日本被服工業株式会社

創業年 1978年
代

表 代表取締役

卸売業／小売業

卸売業／小売業

卸売業／小売業

卸売業／小売業

創業年 1968年

海藏 講平

代

表 代表取締役

所在地 〒600-8025

所在地 〒615-0801

西堀 孝三郎

京都市下京区河原町通り松原上ル
清水町283
U R L http://www.nihonhifuku.jp

京都市右京区西京極豆田町7番地

U R L https://www.telacoya.co.jp/
T E L 075-325-3535

T E L 075-361-9496

Email info@telacoya.co.jp

Email kyoto.ho@nihonhifuku.jp

●事業内容

●事業内容

寺子屋グループは、商品の企画・製造・販売の一
体を軸に、独自の商品展開と販売演出を通じて、
お客様に旅先での楽しい思い出をご提供する会社
です。

1.
2.
3.
4.

●経営理念および方針

経営理念
一、お客様の楽しい思い出づくりと、
お客様の満足を追求します
二、従業員の成長と喜びを支える、
組織風土をつくります
三、日本の伝統文化を大切にし、匠の技の
普及と、地域の活性化に貢献します

一般企業へのユニフォーム販売
各種安全保護具の販売
消耗資材品の販売
柔道畳『THE豪快』の製造・空手・合気道用の
マットの製造卸

●経営理念および方針

常に時代のニーズに適応した価値を創造し、顧客
満足を追求し、株主には正当な配当を、社員には
生活の向上を図り、社会に貢献できる会社を目指
しております。また、『かたつむり』をシンボル
マークに、『ゆっくり急がずしかし後退はせず着
実に前進する』をかかげて日々活動しています。

卸売業／小売業

卸売業／小売業

日本国内開発と、海外産地開発の両情報を持っており、コストメリットのある素材開発に

同興商事株式会社
創業年 1982年
代

表 代表取締役

所在地 〒604-8161

渡邉 大

京都市中京区烏丸通六角上ル
饅頭屋町617六角ビル3F
U R L http://www.dokoh.co.jp

シーズンの素材展開を打ち出しています。

株式会社伴戸商店

本社を京都に置き、洋装用のシルク素材を研究開発し、自社開発の『ダイナミーシルク』、

創業年 1947年

『シルク真綿』など、オンリーワンの商品を有しています。

代

独自の品質管理基準で、ハイクオリティーな定番シルク素材を常に有し、安定した商品の

所在地 〒602-8216

提供が出来ます。

表 代表取締役社長

伴戸 恒夫

京都市上京区堀川通今出川下ル
竪門前町404番地
U R L https://www.e-bando.co.jp/

T E L 075-252-2488

T E L 075-431-3101

Email masuzou@dokoh.co.jp

Email post@e-bando.co.jp

●事業内容

●事業内容

レディースファッションアパレルのOEM生産業務、
及び中国絹織物を中心とした織物の輸入販売。
●経営理念および方針

①礼節を重んじ、内外全ての人に感謝の気持ちを
忘れない。②信念と情熱を持って努力し続ける。
③整理整頓を心掛ける。乱雑な仕事は無駄を生む
のみ。④なぜにこだわる仕事、スピーディーな仕
事を心掛ける。⑤社員の個性を大切にする。⑥シ
ルクのプロ集団。個性派企業を築く。
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取り組んでおり、ファッショントレンドとマーケットを考えた自社の企画テーマによる各

金襴織物卸
（人形・神具・仏具・茶道具・ギフト土産・和装
小物・和雑貨・室内装飾、ブライダル・インテリ
ア向け）
●経営理念および方針

創業以来金襴専門の製造卸として終始一貫し、そ
れぞれの時代でお客様のご意見を真摯に受け止め
ニーズに応える商品をご提供し続けてまいりまし
た。ライフスタイルが目まぐるしく変化する昨
今、和素材としての金襴が幅広く様々な用途にご
採用いただけるよう、これからも一層の研鑽を心
掛け努力する所存です。

京都、西陣、金らん。
金糸や銀糸、金銀箔を織り込んだ雅やかな紋織物「金らん」—。
ジャンルを超えたコラボレーションを可能にする新感覚の素材を、
京都・西陣より発信してまいります。

常時約5,000種をストック

ASICS TIGER GEL-LYTEⅢ

Rinn西本願寺 ベッドスロー

時代劇・ドラマ衣装等
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卸売業／小売業

株式会社FUKUDA

株式会社ボークス

創業年 1969年
代

創業年 1972年

表 代表取締役社長

福田 喜之

代

表 代表取締役

重田 英行

所在地 〒607-8170

所在地 〒600-8862

U R L http://fukuda-lub.co.jp/

U R L http://www.volks.co.jp

T E L 075-573-3030

T E L 075-325-1171

Email info@fukuda-lub.co.jp

●事業内容

京都市山科区大宅向山6

京都市下京区七条御所ノ内中町60番地

潤滑油総合卸売販売及び付帯する一切の業務。
営業・配送・保管・回収とワンストップサービス
でお客様をサポートし、お客様にプラスになる、
安全管理を徹底したより良いご提案を致します。

ホビーファンの夢
それは
私達ボークスの
永遠の夢

ドール・フィギュア・スケールモデルなどのホビー
にまつわる企画、製造、接客販売の事業を展開

●事業内容

●経営理念および方針

WE SEEK CREATIVITY
お客様の夢をホビーという形で実現する
ボークスを世界企業に発展させる
一人でも多くの人にホビーの世界で活躍できる
機会、場を作る
世界最高のホビー商品をお届けする

日本サービス大賞（優秀賞）受賞「IBC ローリーサービスと残量検知システム」

●経営理念および方針

社員一人一人が“お客様にプラスになること
を！毎日一つプラスになることを！”“PLUS ONE
MORE”を合言葉にそれぞれの立場で地域社会や
顧客の方々に還元していける企業を目指しており
ます。

卸売業／小売業

卸売業／小売業



株式会社ふたば書房
創業年 1930年
代

表 代表取締役

所在地 〒604-8091

株式会社 細 尾
創業年 1923年

洞本 昌哉

京都市中京区下本能寺前町492-1
ゼスト御池地下街
U R L http://www.books-futaba.co.jp

代

表 代表取締役社長

所在地 〒604-8173

T E L 075-221-0028
Email info@hosoo.co.jp

●事業内容

●事業内容

ふたば書房は商品をただ販売するだけでは無く、
商品を通じて「文化性豊かな知的生活」を提案
し、また地域の皆さんの情報も発信出来る場であ
りたいと考えております。その実現の為に商品知
識を蓄え、おもてなしの心を忘れぬよう、日々自
己研鑽しております。何なりとお声掛け頂き、皆
様と共に成長させて頂きたいと願っております。
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きもの、帯、和装小物の製造卸売業。西陣織の技
術、素材を活用した広幅織物の製造輸出、卸売業。
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●経営理念および方針

きもの文化と日本の染織文化を次世代へ繋げ世界
に広めることを会社の使命とし、事業を通して
「人を幸せにする」ことを経営理念としている。

�
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京都市中京区両替町通姉小路下ル
柿本町412
U R L http://www.hosoo.co.jp

Email info@books-futaba.co.jp

雑誌・書籍・教科書・古書・生活雑貨・文具ほか
販売



細尾 真生

T E L 075-223-6300

●経営理念および方針

卸売業／小売業

卸売業／小売業

卸売業／小売業
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卸売業／小売業

卸売業／小売業

卸売業／小売業

卸売業／小売業

ひとひらの金箔に永久の夢
堀金箔粉株式会社

美濃商事株式会社

創業年 1711年

創業年 1949年

代

表 代表取締役

堀 智行

代

表 代表取締役社長

所在地 〒604-0062

所在地 〒604-8095

小板 正美

京都市中京区西洞院通二条上ル
薬師町648番地
U R L https://www.minoshoji.co.jp

京都市中京区御池通御幸町東入

U R L http://www.horikin.co.jp
T E L 075-231-5357

T E L 075-211-4416

Email post@horikin.co.jp

Email kurazawa@minoshoji.co.jp

●事業内容

●事業内容

純金その他金属箔・粉の製造
転写箔の販売
箔加工・装飾加工
あぶらとり紙などオリジナル商品の小売
ノベルティ商品の企画制作

1. スクリーン印刷用資材、機械及び関連機器の
販売
2. スクリーン印刷の開発、企画を含む印刷、製
版加工

本社店頭

●経営理念および方針

●経営理念および方針

適正規模の経営
信用第一
伝統とは革新の連続

創業300周年

ＱＲコード
昭和初期の店先

「夢は努力と情熱により達成する」
◇技術・開発力を増し優れた環境を目指して社会
に貢献する。
◇各仕事内容を常に見直し、効率化に努め顧客満足
度を増す。
◇報告・連絡・相談を徹底し、能率化に努め資質
を増し高める。

御金神社 金の鳥居

卸売業／小売業

卸売業／小売業

木のある空間に自然と人が集まります。

「木」と暮らす心豊かな毎日をご提案します

株式会社 丸 嘉

株式会社美濃与

創業年 1859年
代

表 代表取締役

創業年 1902年

小畑 隆正

代

所在地 〒612-8297

U R L https://www.muku-flooring.co.jp
T E L 075-622-1408

長瀬 文彦

京都市西京区山田畑田町13-5

無垢の木を体感できるフローリングショールーム

古建具を使用した壁面の演出

U R L http://www.minoyo.co.jp/
Email kyoto@minoyo.co.jp

●事業内容

●事業内容

国産材・輸入材の無垢フローリングの卸売販売
古民家の古材、北米バーンウッドの販売
天然木カウンターテーブルトップの販売
木をふんだんに使った店舗開発事業

時間と共に艶と深み
を増す天然木の床

製菓原材料専門店として京菓子店を中心に全国各
地の銘菓店とお取引をさせて頂き、製菓業界では
高級（良質）原材料店として支持されています。
また、ＯＥＭ商品の開発・製造を行うと共に、講習
会を独自で開催し、技術指導も行っております。

北米産古材を貼った
古材ショールーム

身近に「木」のある暮らしを通じて人々の暮らし
の快適さアップに貢献し社員の物心両面の楽しさ
ややりがい、そして幸せな人生づくりに貢献し
ます。

夏

春

T E L 075-392-6349

Email maruyoshi@maruyoshi21.com

●経営理念および方針

冬

秋

●経営理念および方針
古いものに新しい『価値』を

天然木・古材なら
お任せください
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表 代表取締役社長

所在地 〒615-8272

京都市伏見区横大路貴船114

1.
2.
3.
4.

独自の徹底した原材料管理と良質を見極められるノウハウを軸に、
安心・安全・安定した四季折々の製品をお届けいたします。

まるでコーヒーの様な
一枚板のテーブル

一、製品の安全と品質保証をすべてに優先します
一、誠実且つ迅速に行動し、信頼を得て、お客様
の期待に応えます
一、会社と個人が互いに対等な関係で結ばれ、
自由に才能が活かせる職場環境をつくります
一、製菓業界を通じ、地域社会が豊かになるよう
貢献してまいります

古きよきものを大切にし、新しいことへの挑戦を怠らず
他社には真似できない唯一のものを・・・。
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株式会社三輪タイヤ

山田繊維株式会社

創業年 1975年
表 代表取締役

代

創業年 1937年

三輪 智信

代

表 代表取締役

山田 芳生

所在地 〒607-8261

所在地 〒604-0031

U R L https://miwa-tire.com/

U R L http://www.ymds.co.jp/

T E L 075-571-2476

T E L 075-256-0123

Email info@miwa-tire.com

Email yoshio@ymds.co.jp

●事業内容

●事業内容

京都市山科区小野鐘付田町10-2

京都市中京区新町通二条南入頭町18

お客様車両の安全運行に欠かせぬタイヤサービス
を、自社開発タイヤサービスカーで出張作業を実
施。タイヤサービスカー製造で蓄積したノウハウを
活かし、新たな特装車開発及びリチウムイオン電池
を活用した車載電源システムを開発しています。

「ふろしき」専門メーカーとして、約500種類の
自社オリジナルのふろしきを展開する他、別注や
ＯＥＭにも対応。販路は、海外を含む全国の小売
店や問屋の他、販促用ギフト用途や、包装資材用
途などへの販路など幅広い。

●経営理念および方針

●経営理念および方針

タイヤビジネスを通じて、事業用車両の安全を確
保し、交通安全の推進を図り社会に貢献する。
自主開発車載発電システム「True-G」の活用
により、自立分散型移動電源として商用電源
の得にくい場所でも、電源インフラの一翼を
担い、ヒトの利便性向上と、モノ（社会インフ
ラ）の維持と安全性の確保に貢献する。

代

表 代表取締役

森野 孝治

EV

high quality

創業年 1970年

Quick Charging Truck

森野義のこだわり

株式会社森野義

ライフスタイルが変化するように、ふろしきの在
り方も変化しています。私たちは、ふろしきに込
められた日本文化を次世代へと繋ぐ、トップブラ
ンドを目指し、商品開発の他、使い方の普及活動
などにも力を入れています。

卸売業／小売業

𠮷田商事株式会社
創業年 1920年
代

表 代表取締役社長

吉田 隆

所在地 〒612-8473

U R L https://www.morinogi.co.jp

U R L http://www.yoshida-s.jp

T E L 075-642-7836

T E L 075-602-1144

Email koji@morinogi.co.jp

Email takashi.y@yoshida-s.jp

●事業内容

●事業内容

業務用食品卸・鰹節製造販売
●経営理念および方針

起業家スピリットを持って努力し、お客様に喜ば
れるコンサルティングをご提供すること。食への
ニーズが高まる中、今後さらにこだわりの「出
汁」で食文化の創造に貢献するとともに、外食ビ
ジネスを総合的にサポートする企業として成長し
ていきます。

ＱＲコード

卸売業／小売業

所在地 〒612-0029

京都市伏見区深草西浦町 7丁目26番地
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卸売業／小売業

卸売業／小売業

卸売業／小売業

卸売業／小売業

京都市伏見区下鳥羽広長町199

1.
2.
3.
4.
5.

燃料油・潤滑油等の石油製品販売
新車・中古車の販売
レンタカー・カーリース事業
自動車整備鈑金塗装・ロードサービス事業
保険代理店業

●経営理念および方針

私たちは、『お客様第一主義』でお客様の立場に
立って心から感謝の念を示し、精一杯の仕事をす
ることで、お客様、仕入れ先様、社員、会社、社
会への大満足を追求します。
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京都から日本企業と世界を結ぶ
株式会社ログレス貿易

株式会社 京 繊

創業年 1993年
代

表 代表取締役

所在地 〒604-8175

創業年 2000年

ロイ 詩百瑠

代

T E L 075-950-1105

表 代表取締役

所在地 〒604-8154

京都市中京区室町通御池下る
円福寺町345番地 サウス御池1F
U R L http://jp.rogress.com

田中 元子

京都市中京区室町通四条上ル
菊水鉾町582
U R L https://www.saganokan.com
T E L 075-241-5589

京都事務所

Email boeki@rogress.com

Email info@saganokan.com

●事業内容

●事業内容

輸出入事業：繊維機械、産業機械、部品、太陽光
発電システム、水処理用機器、革製品、その他
コンサルタント事業：海外市場でのビジネス拡大
を支援、海外企業に対する投資顧問業務、海外企
業との技術提携等

インド事務所

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ事務所

●経営理念および方針

1.
2.
3.
4.
5.

卒業式袴レンタル
成人式振袖レンタル・販売
観光用着物レンタル・インバウンド事業
和装・洋装ウェディング事業
フォトスタジオ運営

●経営理念および方針

「お客様の成功が弊社の成功」
お客様と長期的な信頼関係を構築し、共に繁栄
することを目指します
お客様のビジョンを共有し具体的な結果と継続
的な成果を確実にするよう取り組んでまいります
日本と海外の企業・市場をつなぐ懸け橋として
事業拡大に寄与致します

経営理念
『すべてのお客様に期待以上を』
『すべてのお客様に「楽しみ・喜び・満足」をプ
ロデュースし思い出に残る仕事をする企業であり
続けよう』
経営方針
『人に紹介される会社づくり』

海外進出セミナー・
講演会

金融業／保険業

金融業／保険業

不動産業／物品賃貸業

京都交通信販株式会社

株式会社ライフ住宅販売

創業年 1975年

創業年 1999年

代

表 代表取締役

杉田 恒夫

代

所在地 〒615-0873

表 代表取締役

島本 猛男

所在地 〒600-8385

京都市右京区西京極浜ノ本町70

京都市下京区五坊大宮町96番6

U R L https://www.kyokoshin.co.jp

スマホにダウンロー
ドした専用アプリで車
内掲示のQRコードを
読み取ります。

T E L 075-314-6251
Email info@kyokoshin.co.jp
●事業内容

全国でご利用いただけるタクシーチケットの発行
と精算業務を行っています。
また、スマホのQRコード決済を利用した電子タク
シーチケットを開発し、全国展開を進めています。
●経営理念および方針

支払手続き画面に
乗車地と金額を入力
し確定をタップで支
払い完了です。

一、顧客満足（顧客第一）
一、社員育成（企業は人なり）
一、社会貢献（企業の存在価値）
一、法令順守（社会的責任）
一、利益確保（適正利潤の確保）
を経営理念として企業と社会の継続的な発展を目
指しています。

詳しくはYouTubeで
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不動産業／物品賃貸業

不動産業／物品賃貸業

卸売業／小売業

卸売業／小売業

検索

京交信

U R L https://www.c21-life.com/
T E L 075-813-3700
Email info@c21-life.com
●事業内容

不動産の売買仲介、不動産買取、分譲事業を柱と
して、京都市内で空き家を調査し、所有者様に有
効活用のご提案、不動産相続についての税金対策
や相続が争続にならないためのコンサルティング
業務を行っています。

大宮通高辻西北角の店舗 『21』のオブジェが目印。駐車場10台完備。

●経営理念および方針

私たちは、常にお客様の視点に立ち、考え行動
し、より良い質の高い「おもてなし」を追及します。
地域社会への貢献と社員の育成に力を注ぎ、お客
様に「感動」して頂けるサービスを提供します。

カフェのような応接スペース。じっくりご相談いただけます。

「きょうだい３人、引き継ぐ家
はひとつだけ。」
相続と不動産に関する勉強会を
開催しています。
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株式会社きんそく
創業年 1992年
代

表 代表取締役

所在地 〒601-8134

株式会社特殊高所技術
創業年 2007年

奥野 勝司

代

U R L https://www.tokusyu-kousyo.co.jp/

T E L 075-682-7710

T E L 075-574-7077

Email kinsoku@kinsoku.com

Email rope@tokusyu-kousyo.co.jp

●事業内容

〇 建設コンサルタント事業

●事業内容

測量・I C T・C I M・コンクリート調査・
地質調査・設計計画・家屋調査・環境調査・
施工管理・建築測量
〇 技術革新開発事業
システム開発・共同開発

「特殊高所技術」を活用した近接困難箇所に特化
した、構造物の調査会社です。経験を積んだ土木
技術者が橋梁やダム、風車などの土木構造物に近
接し、精度の高い調査点検、非破壊検査、補修工
事等をおこなっております。

●経営理念および方針

●経営理念および方針

〇 経営理念

企業理念【人と人との繋がりを大切にし、ともに
幸せになる未来を作る】
我々の存在意義を、維持管理によって当たり前の
日常を未来へとつなげ、全てのステークホルダー
が、ともに幸せになる未来を作ります。

きんそくは、全従業員の物心両面の幸福を追求
し、お客様の満足を得ることを使命とし、企業価
値を高め、社会の進歩発展に貢献します。
〇 きんそくサービスのご案内
最新測量技術 I C T（i-Construction）、3次元化 I C T
活用工事に力を発揮！
陸・海・空・地中 あらゆるシーンで測ります。

株式会社ジャパンインターナショナル
総合研究所

学術研究／専門・技術サービス業

T E L 075-924-2603

創業年 1994年

ジャパン総研が進める

代

まち創りから潤いある未来を
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西谷 真一

京都市伏見区新町3丁目487番地

U R L https://wakohsha.com/
T E L 075-612-7988
Email wakoh@wakohsha.com

特産品開発・ブランド化

子育て支援事業計画

観光振興・インバウンド

健康づくり・こころのケア

地方人口ビジョン・総合戦略

成長戦略への
「キー」
となる手法

●事業内容

100年150年前の刺繍を、和光舎独自の技術「載せ替え」で修復。
新しい生地の上で刺繍の輝きを取り戻します。

京都の職人技術を活用した法衣・袈裟のクリーニ
ング・補修及び刺繍製品の修復
●経営理念および方針

●経営理念および方針

「まち創りから潤いを」。地域活性化のための
様々な事業を通じて、潤い豊かな社会づくりに貢
献し、人々の暮らしの向上をめざす―。そうした
ビジネスコンセプトを具現化するため、まちづく
りのトータル・プロデューサーとして、日本や世
界のあらゆる地域を元気にするべく、社員一同、
日々研鑽していきます。

表 代表取締役

所在地 〒612-8081

●事業内容

「まちづくり」をキーワードとして、官公庁の経
済、産業、福祉、教育、観光、環境等あらゆる分
野における政策提案のコンサルティング業務をは
じめ、企画デザイン等の出版・広報業務やイベン
トプロデュース業務等、幅広く展開しています。

お寺様のお悩み事を解決する
「悉皆屋」を目指して
成長し続けています

株式会社和光舎

藤原 壮督

京都市右京区西京極西池田町9-5
西京極駅前ビル6階
U R L https://ji-institute.com

学術研究／専門・技術サービス業

まち に 溢 れ る 課 題 を 解 決 し 笑 顔 と 幸 せ を 創 造 す る

創業年 1964年
表 代表取締役社長

和田 聖司

京都市南区吉祥院三ノ宮町1

U R L https://www.kinsoku.net

所在地 〒615-0851

表 代表取締役

所在地 〒601-8319

京都市南区上鳥羽大溝6番地

代

学術研究／専門・技術サービス業

学術研究／専門・技術サービス業

学術研究／専門・技術サービス業

学術研究／専門・技術サービス業

アプリ、AR、SNSの開発等

イベントプロデュース

ご当地PR映像制作・発信事業

リサーチ、プランニング、デザイン、印刷のほか、コンサー
ト・演劇等のイベント運営や映像制作、
AR・VR開発等にも対
応しています。
全国エリアで事業を展開しているため、
各地
の社内スタッフがしっかりと対応いたします。

私たちは『良い仕事をしよう』を合言葉に、お客
様の困りごとを解決し、安心と信頼を提供できる
ように努めています。
『良い仕事』とは 1.お客様が喜ぶこと 2.働く周り
の仲間が喜ぶこと 3.安心と信頼に結びつくこと
4.工夫をしていくことです。

社内に在籍する和裁士・刺繍修復士・ミシン刺繍など専門の職人が腕を振るいます。

祇園祭の宵掛けの補整など伝統文化を守るお手伝いもしています。
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生活関連サービス業／娯楽業
笑顔の

株式会社太鼓センター

株式会社白梅ファクトリー

創業年 1988年

創業年 1953年

代

表 代表取締役社長

東 宗謙

代

表 代表取締役

所在地 〒603-8353

U R L https://www.taiko-center.co.jp/

U R L http://www.hakubai.co.jp/

T E L 075-813-8615

T E L 075-462-8981

Email postmaster@taiko-center.co.jp

Email info@hakubai.co.jp

●事業内容

●事業内容

京都市北区平野上八丁柳町63

京都市下京区高辻大宮町113-4

車検・点検整備・分解整備・板金塗装など、
カーライフ全般をサポート致します。
お車の健康管理お任せ下さい。認証工場３カ
所、内、指定工場２カ所の自社工場にて、最新技
術をもってお役に立ちます。

和太鼓による健康総合サービス業
1. 和太鼓スクールTAIKO-LAB・健康和太鼓教室
の運営、出張指導、作曲振付、特別講習会の
開催等
2. 出版・販売・商品開発
3. 出張演奏・公演、インバウンド和太鼓体験

●経営理念および方針

人と車の心が通う結びつきを大切に。お車を通
じてお客様の幸せに貢献すると共に、社会の環境
問題に貢献致します。
また、高品質の商品とサービスを提供すること
により、社会や地域の方々から揺るぎのない信頼
をいただける良き企業市民となります。

●経営理念および方針

私たちは「心とからだに響く太鼓をみんなで」を
合言葉に、今を生きる人々の健康と幸せに役立つ
仕事を伸ばし、世界の平和と全社員の幸福実現を
めざします。

生活関連サービス業／娯楽業

創業年 1963年

創業年 1988年

田中 峰子

代

表 代表取締役社長

宇野 充俊

所在地 〒602-8226

所在地 〒606-8413

U R L http://www.tondaya.co.jp/

U R L http://www.uno-upd.co.jp/

京都市左京区浄土寺下馬場町106

T E L 075-432-6701
Email info@tondaya.co.jp
●事業内容

明治期の典型的な大店の町家として国の登録有形
文化財の指定を受けております冨田屋は、西陣の
歴史と暮らしを今に伝える「生きた町家」とし
て、「しきたりを学ぶ」様々な日本文化町家体験
プログラムを提供致しております。

T E L 075-771-1690

祈り、願い、感謝。

Email info@uno-upd.co.jp

神仏宿る京町家で和の文化にふれるひとときを。

●事業内容

保険調剤薬局
一般用医薬品等販売

●経営理念および方針

●経営理念および方針

現在も老舗呉服商を営む、「冨田屋」「京の着道
楽・文化の中心西陣で女性が着物を着て生活する
という美しさ、そしてその所作へのこだわりや
代々受け継がれる精神が、生活をより上質にす
る」この文化の大切さを広めるべく、家業を営む
傍ら「冨田屋」を公開し、古きよき時代の生き方
を今に伝えることを目指しております。

医療／福祉

株式会社ゆうホールディングス

京都市上京区大宮通一条上ル
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医療／福祉

西陣くらしの美術館冨田屋
表 代表取締役

ＴＯＰ ＳＥＲＶＩＣＥ

森藤 昌和

所在地 〒600-8387

代

生活関連サービス業／娯楽業

生活関連サービス業／娯楽業

生活関連サービス業／娯楽業

あなただけの特別な 町家空間

当社は「つなぐ」を企業理念に、YOU（あなたに）
・
優（やさしく）
・友（フレンドリー）でありたいという
意味を込め、京都府内で店舗を展開してきました。
ドミナント展開を行うことにより、地域ニーズにきめ
細やかに対応し、現在、京都府下における、処方箋
受付枚数、売上高、医薬品購入品額No.1を達成し
ております。
京都市内：51店舗 京都市外：39店舗
京都府外：3店舗
（2019年6月現在）
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さ 株式会社最上インクス

株式会社ニッシン

28

アイマー・プランニング株式会社

54

酒井工業株式会社

7

日本電気化学株式会社

52

株式会社青木光悦堂

68

株式会社坂製作所

34

日本被服工業株式会社

77

株式会社秋江

17

株式会社阪村エンジニアリング

42

有限会社アクアテック

61

佐々木化学薬品株式会社

25

株式会社白梅ファクトリー

89

旭合同株式会社

68

株式会社佐藤医科器械製作所

34

株式会社八代目儀兵衛

15

株式会社旭プレシジョン

31

株式会社佐藤喜代松商店

73

ハムス株式会社

43

有限会社アドバンク

23

株式会社サンエムカラー

24

64

株式会社アナテック・ヤナコ

55

三共精機株式会社

バンテック株式会社

73

三幸総研株式会社

株式会社伴戸商店

77

58

サンコーエンジニアリング
プラスチック株式会社

株式会社光製袋工業所
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27

株式会社FUKUDA
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株式会社サンコンタクトレンズ

58

冨士倉庫運輸株式会社

67

株式会社三笑堂

74

株式会社フジタ

60

株式会社藤原事務所

64

株式会社ふたば書房

78

株式会社ブルアンドベア

39

株式会社平安製作所

39

株式会社ベルテックス

29

株式会社ボークス

79

株式会社細尾

79

堀金箔粉株式会社

80

堀忠染織株式会社
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あ 株式会社アイケイエス

株式会社アラキ工務店

6

アルケーウィル株式会社

55

生田産機工業株式会社

45

株式会社井筒八ツ橋本舗

12

株式会社伊藤製作所

49

株式会社伊と幸

69

株式会社いなば下商店

17

株式会社茨木屋

12

上野金属工業株式会社

56

植村株式会社

69

株式会社内田製作所

32

ＮＫＥ株式会社

40

FKK株式会社

49

エフシステム株式会社

62

エフ・ピー・ツール株式会社

40

近江屋ロープ株式会社

70

株式会社大垣書店

70

株式会社大木工藝

56

株式会社岡村建設

6

株式会社桶谷製作所

32

か カトーテック株式会社

45

株式会社Kamogawa

71

株式会社菊水製作所

41

株式会社木村製作所

41

株式会社キャビック

65

株式会社キヤミー

62

共進電機株式会社

50

株式会社京繊

85

京都グレインシステム株式会社

13

京都交通信販株式会社

84

株式会社京都麻袋

71

株式会社京都紋付
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京豊エンジニアリング株式会社
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株式会社キョーテック

57

株式会社きんそく
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株式会社草川精機
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株式会社熊谷聡商店

72

株式会社グラフィック
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株式会社クレバー

7
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株式会社ジャパンインターナショナル
86
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秀和株式会社

74

シュンビン株式会社

59

晶和電気工業株式会社

8

株式会社進々堂
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菅原精機株式会社
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鈴木産業株式会社

59

株式会社鈴木メンテナンス
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株式会社清弘エンジニアリング
た 大京食品株式会社

8
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株式会社大興製作所

30

株式会社太鼓センター

88

大東寝具工業株式会社

18

大洋エレックス株式会社

51

タイヨウネクタイ株式会社

19

髙木金属株式会社

35

株式会社タナカ善

75

株式会社タナベ

51

株式会社ツー・ナイン・ジャパン

36

株式会社つえ屋

75

株式会社辻製作所

36

株式会社テクノブレイン

63

株式会社寺内製作所

37

株式会社寺子屋

76

株式会社傳來工房

60

株式会社陶葊

30

同興商事株式会社

76

株式会社藤堂製作所

46

株式会社特殊高所技術

87

トクデン株式会社

52

株式会社富永製作所

47

とみや織物株式会社

19

株式会社冨田屋
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な 株式会社中川パッケージ
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は 株式会社パールトーン

ま 株式会社松岡機械製作所

20

43

株式会社丸嘉

80

株式会社三橋製作所

44

ミツワ産業株式会社

21

美濃商事株式会社

81

株式会社美濃与

81

都タクシー株式会社

67

ミヤコテック株式会社

29

株式会社宮崎化学

26

宮崎木材工業株式会社

10

株式会社三輪タイヤ

82

株式会社ムーブ

24

株式会社森野義

82

や 株式会社山田製油

15

山田繊維株式会社

83

山中産業株式会社

61

ヤマナカヒューテック株式会社

26

株式会社山本本家

16

株式会社ユウコス

53

株式会社ゆうホールディングス

89

株式会社優和紙工

22

𠮷田商事株式会社

83

ら 株式会社ライフ住宅販売

85

株式会社洛東建設

10

株式会社洛北義肢

48

株式会社ラプラス・システム

65

株式会社リーフ

21

株式会社リヴ

11

グローバリーテック株式会社

50

株式会社クロスエフェクト

株式会社中藏

27

株式会社ケイルック

中嶋金属株式会社

37

66

42

株式会社ロイヤル住建

11

株式会社ケービデバイス

長津工業株式会社

54

株式会社長濱製作所

38

株式会社ログレス貿易

84

株式会社KOYO熱錬

33

株式会社ナベル

47

ロンドフードサービス株式会社

16

株式会社五健堂

66

西垣金属工業株式会社

38

コスメディ製薬株式会社

25

株式会社西村衛生ボーロ本舗

14

株式会社和光舎

87

株式会社小堀

72

西村陶業株式会社

31

株式会社渡辺義一製作所

44

9

わ 和晃技研株式会社
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