
 



出展企業一覧　─165社・グループ─

 
自動化機器・生産設備設計～製作

全体最適モノづくり ＮＫＥ㈱

ニーズと可能性の接点に生きる、提案企業を目指しています。 ㈲共同設計企画

産業用機械の分野で、開発からメンテナンスまでトータルなものづくり企業です。 ㈱京都テクニカ

コーエイ機器は、感謝と元気をお届けします。 コーエイ機器産業㈱ 京都営業所

欲しかった『自動化装置』にようやく出会えた 秀峰自動機㈱

注文書１枚で装置完成品まで提供出来るトータルサプライヤーです。 ㈱誠工社

「サービス、スピード、差位」を基本として行動する企業 ㈱中村製作所 栗東工場

技術と情熱でお客様と共に成長し続けるものづくり企業 ㈱ハタナカ

求められた品質・納期・コストに応えられるよう、改善努力を惜しまない企業です。 ㈱メカテック

多品種に簡単に対応でき低騒音のパーツ・フィーダを提供します。 ㈱モートロン

技術・開発の総合力　YAMAOKAの情熱が、未来を切り開く ㈱山岡製作所

 
金型設計～製作

ハイサイクル成形、成形品質向上を実現する魔法の部品！ ㈱ＯＰＭラボラトリー

小物の精密金型を得意とし自社海外工場を所有する事によりコストダウンさせます。 プロニクス㈱

目的に合った金型作りと短納期 ㈱山﨑

 
精密機械加工

明日、富む総合精密プレス加工会社 ㈱アストム

全世界に通用する正確・高品質・高度な技術を目指し、高い信頼性でニーズにお応えします。 ㈱ＳＫＹ

信頼の技術と、高品質を、追及し、進化する。精鋭集団 ㈲エスユー

古き良き技術を基に創造力で新たな道を切り開きます。 ㈱Ｎ．Ｐ．Ｆ．

信頼安心・作物器用･積極志向　複合技術集約型ファクトリー ㈱オージーファイン

お客様に安心して頂ける「ものづくり集団」です。 荻野精工㈱

大径！長尺！旋盤加工ならお任せください！ 河原鉄工㈱

多品種少量生産＆精密部品加工ならおまかせください。 ㈱木村製作所

－Customer View－お客様の視点、それがKYOWAの技術です。 ㈱協和製作所

最先端テクノロジーを駆使して複雑異形なモノを大量生産する。 ㈱阪口製作所

切削加工の可能性を追求した加工技術 ㈱三翔精工

お陰様でＱＣＤＳを確実に実践　事業規模が５年で10倍に成りました ㈱山豊エンジニアリング

シオガイ自社内ものづくり連携によるトータルマニュファクチャリングシステム ㈱シオガイ精機

高精度長尺マシニング加工ならお任せください 城陽富士工業㈱

難しい加工品、装置組立なら、弊社へお任せ下さい！ ㈱積進

研究開発用部品、精密部品を１個から作ります。 大和技研工業㈱

お客様　及び会社発展のため　全社員一致団結 ㈱タカハラ

高品質な非鉄金属材料販売と高精度な切削加工及びパイプ加工一式 辰己屋金属㈱

高品位ダイカスト一貫生産　顧客と共に技術の開発と創造に挑戦！ 田中精工㈱

“品質はわが社の命”をモットーに高度、高次元な技術でより良いもの作りに精励している。 ㈱タムラ

お客様の「これ」を、もの創りで形に ㈱ＤＧ工業

提案型総合部品供給企業として新しい挑戦と変革を伴い明日を目指します 中西機械㈱

５Ｓ・５Ｔを基本に物作り、見える化の最高の職場に変身！！ ㈱長濱製作所

少数、精鋭集団 西村鉄工㈱

アルミを始めとした複雑形状加工を得意とします ㈲日光電機製作所

常に新しい技術に挑戦すること。 ㈱日昌製作所

試作事業拡大！！高い技術と品質でお客様のご要望にお答えします。 ㈱日進製作所

「夢と創造　情熱と決断」を企業理念に桁違いの品質作りを目指す。 ヒロセ工業㈱

高精度微細加工に特科して、常に挑戦し新たなステージへ！ ベノック㈱

多彩な加工と高度な技術でお客様の要求に応える。 ㈱山口精機製作所

 
精密板金・製缶加工

［顧客満足は当社の満足］をモットーとして製品製作 ㈱アールエンジニアリング

～精密板金加工から組立配線・物流まで！～ 伊東板金工業㈱

三方良しの精神に基づき、相互メリットを皆様と共有させて頂く。 ㈱桶谷製作所

新設備導入!!　大型製缶から機械加工まで一貫生産致します。 掛津アーム㈲

『板金加工のおたすけマン！』 ㈱神村製作所

お客様の必要な物を必要な時にお届けします。 共栄工業㈱

開発加工から塗装組み立てまでの一貫生産 ㈱新和工業

高い技術力とすばやい対応で、満足のいく製品を提供いたします。 ㈲新和製作所

日本最速の大物部品工場 ㈱セイワ工業

５年を迎えた中国上海工場（現地法人）を是非ご活用ください！ ㈱大栄製作所

ＱＣＤの総合提案と独自のプレス連動方式で要求品質に応えます。 ㈱タイヨ－アクリス

すべてはご満足いただける技術のために 橋本鉄工㈱

「肌へ。黄金の天然保湿液誕生。」 濱田プレス工藝㈱

世界にはばたく富士ウェルテック！ 富士ウェルテック㈱

小物板金部品から大型フレームまで、板金・製缶製品を幅広く製造しています ㈱素久製作所

多品種少量生産･超精密板金の事なら、まず弊社に御相談下さい！ ㈱山ノ内製作所

 
鍛造・鋳造

新分野に挑戦。ニーズにお応えする鍛造品の提供。 ㈱大宮日進

一貫受注体制で小回りのきく対応。確実にお客様の御要望に応えます= 瀬川金属工業㈱

ＣＯ2 削減　　環境に優しいものづくり ㈱徳本

日本の「モノづくり」を支える試作品製作のプロ集団 ㈱プロト

当社の熱間小物鍛造品が、お客様のご要望にお答えします。 ㈱峰山鉄工所

 
表面処理・塗装

RoHS規制対応型処理「鉛フリー」の処理が出来ます。 ㈱旭プレシジョン

表面処理技術の未来を開くパイオニア 上田鍍金㈱

21世紀を切り拓くめっき技術 京都府鍍金工業組合

高品質＆環境対応な表面処理で安心と安全を提供します ㈱キョ－クロ

ＰＢＩＩＤ法による表面改質で新たな世界を！ ㈱栗田製作所

熱処理を含めた一連の加工もサポートします〈旋削、研削、表面処理〉 協業組合 丹後熱処理センター

大物から手のひらサイズまでパーカー処理とコーティング加工ができます。 パーカー加工㈱

ゴム、樹脂、非鉄金属にDLCコーティングできます。 ㈱プラズマイオンアシスト

明るい地球の未来に向けた環境配慮型プロセス開発を推進します メテック北村㈱

 
特殊加工

クリーンアイテムのトータルプロデュースと、特殊微細加工のお手伝い エヌシー産業㈱

エレクトロニクス・メカニカル・メディカル分野等の最先端開発に！ ㈱セムテック エンジニアリング

スクリーンマスクからスクリーン印刷まで最新の技術を提案します 中沼アートスクリーン㈱

幅広く活躍するＹＡＧレーザーを軸に飛躍する企業です PCL㈱

乾式メッキコーティング ㈱ビースパッタ

 
成型・樹脂機械加工

金属・木工・アクリル製品を一環生産し高品質、低コストの実現を可能にする。 京都樹脂㈱

Plastic, Dramatic, Fantastic! ㈱セネック

プラスチックで想いをカタチに 東海電工㈱

RUBBERからLOVERまで伸縮自在 ㈱西山ケミックス

私たちは、プラスチックを染色する会社です。 ㈱ムラカミ

お客様の「なんとかして！」を、なんとかします。 洛陽プラスチック㈱

 
電気・電子機器

速い= 安い= 高品質= 電源・制御装置の設計・製造、トータルサポート ㈱朝日計器製作所

好奇心をもって、未来にチャレンジしています。 アルメックスコーセイ㈱

誠意、気概をモットーに、イー・ピー・アイは提案します。 ㈱イー・ピー・アイ

Challenge for All Round. 「何にでもチャレンジ=」 ㈱オーランド

確かな技術で　ものづくりをサポートします！ ㈱協進精機

産業社会の動力源供給に、人と環境の調和を求め、信頼される技術で貢献します。 京都精工電機㈱

安心・安全をお届けするセキュリティのスペシャリスト集団 ㈱ケービデバイス

防犯の未来を「カタチ」にする ㈱ケルク

地球環境にやさしい人作り・もの作り・社会作り コスモ機器㈱

グローバル＆トータルソリューション シライ電子工業㈱

多品種少量生産、RoHS対応と鉛フリーはお任せ下さい。まじめな製品づくりに徹しています 双和電機㈱

光と電子の複合技術でリアルタイム検査に特化した企業です。 大洋エレックス㈱

顧客合格率　99.99％継続中！　安定品質をお試しください！ ㈱西嶋製作所

ソフトからハードまでクイック・レスポンス　一貫した自社生産ラインで実現 日本電気化学㈱

徹底した生産体制によるものづくりで「信頼」を提供します 不二電機工業㈱

妥協を許さないモノづくり、それが我々の信条です。 ㈱保全工業

ＬＥシリーズは国内外500社以上でご愛用いただいています。 ㈱ラインアイ

20年の生産実績で、貴方をサポート！ 洛陽技研㈱

 
木材工芸・木型

３次元CAD/CAMで型とモデルを製作する会社です ㈲廣部機型製作所

 
環境関連

京都から新しい風を起こそう！小型風力発電機「KYOWIND」 生田産機工業㈱

金属加工は結果が大切=　高性能加工液と高性能加工液濾過装置のベストマッチ 京滋興産㈱

環境・福祉商品と各種電子部品の製造販売を通じ社会に貢献します ㈱城南電器工業所

企業と環境に有効なマテリアルリサイクルを提案。 前田金属所

工作機械・環境機器・洗浄機の開発、販売を通じて環境をクリエイトする。 ㈲マルサンテック

何度も使えるプラダン通函で環境対応とコストダウンを提案します ㈱ヤマコー

 
情報技術・ソフト

「つかめ！情報」そして「動かせ！機械・ＰＣ」 監視・制御のプロ 井上㈱（特機・情報システム事業部）

コンピューター・システムの開発はお任せください。 ㈱エーディーディー

企業の身の丈にあったシステムとサポートを提供します！ シスポ－ト㈱

限りなき挑戦をおこない、夢と希望と幸せを追求します。 マイクロテスト㈱

４ヶ月で、ISO取得ができる！ ランゲート㈱

 
自社開発製品

イーダブルシステムは触覚センサーを提供します ㈲イーダブルシステム

「研削といし」の販売だけでなく使用方法もアドバイスします。 ㈱ウエダ・テクニカルエントリー

約束した品質、納期、コストダウンへの取り組み ㈱ウミヒラ

音と光で21世紀創造　骨伝導スピーカー福祉用具実用化に向けて 栄進電機㈱

ラインストーン、デコ電、ネイルアート、液中浮遊物キャッチ、薄小微細 ㈲シバタシステムサービス

創業300年一貫して伝統に培われた豊かな経験値・情報力・技術力を融合させる香老舗 ㈱松栄堂

微小トルクから高トルク計測まで機器組込用小型トルクセンサ タカス技研

仕様設計の段階から製造まで、切れ目の無いサポートを提供 ㈱データ・テクノ

オリジナルのコアテクノロジーにこだわり、オンリーワンをめざす！ ニューリー㈱

環境対応型「修復洗浄剤」！ ㈱ビアンコジャパン

イノベーション　高付加価値スクリーン印刷へ技術革新を目指します。 美濃商事㈱

他社では実現できない多様なニーズに独自のノウハウで対応いたします ㈱山科電機製作所

きれいな水をとり戻すために　子供たちの明日のために ㈱理工化学研究所

 
試作

機械部品を「アキュレイト」に供給し“ものづくり”に価値ある貢献をする。 ㈱アキュレイト

「志」を共有する仲間の連携受注 アルフォース京都

大物試作のことならおまかせください。 北京都大物試作ネットワーク

試作から量産まで、高品位の「モノつくりソリューション」サービスを提供します。 京都試作センター㈱

「試作？そうだ京都に頼もう！」顧客の思いを形にします。 京都試作ネット

京都制御ソフト工場は、制御システムの試作を通じて皆様のアイデアを形にします。 京都制御ソフト工場（ＫＣＳＦ）

京都発信！！「こんなものがあったらいいな」の京都でんき試作ねっと 京都でんき試作ねっと

京都の伝統工芸技術を活かし、新たな商品の試作と開発を行います。 京都伝統工芸試作ねっと

私たちの会社は小さい会社です。しかし日本最大級モデル加工機で試作モデルを製造しています。 ㈱ミタテ工房

カタチを創る　夢が生まれる会社です ㈱ヤスダモデル

 
その他

わかりやすい、伝わる販促物を企画、制作するデザイン事務所 ㈲エフ・ディー・サン

名札から看板まで80年の伝統と実績を誇る銘板製造会社です。 京都銘板㈱

御社の遊休スペースを強力な商談スペース【企業ミュージアム】に！ ㈱さんけい

事業を支援し社会に役立つ、総合デザイン事務所 ㈱GK京都

あっ!! こんな手提袋ができるの!! ㈲杉浦商店

独自の印刷技術と時代のニーズに適合した技術で商品開発に努める ㈱東洋レーベル

まだできる、もっとできる“紙”がある!! ㈲永政

お客様と共に開発を行い、満足いただけるデザインをご提案いたします。 ㈱フォンタアジュ

あらゆる物流ニーズにお応えし、お客様をお待たせしません。 フジカ㈱

 
グループ・団体

各々固有の技術と、ものづくりネットワークからの未来へのメッセージを届けます。 京都機械金属中小企業青年連絡会

200社以上の機械金属関連企業が集積する一大ハイテクゾーン 丹後機械工業協同組合

The challenge which does not have a limit ～限りない挑戦～ 日新青研協同製作チーム

異業種34社で構成する、時代の高度な要求に対応できる技術集団 協同組合 日新電機協力会

 
伝統産業

漆を水と空気以外なら塗ります『木をえらび 漆をえらび 形をえらび まろやかに つやめく色の…』 ㈱石川漆工房

伝統と現代科学の融合により文化財を後世に残す「平成の経師」 ㈱大入

金属でええもん作ってます 釜師　髙木治良兵衞

伝統技術を活かし、常に新しい時代に応じた商品作りに取り組んでおります。 ㈱川人象嵌

新たな空間に京友禅の心と技術を提供します。 木村染匠㈱

少量からの製品及び試作品の製作をいたします。 協同組合 京都金工センター

技の都、京都で伝統工芸を学ぶ、日本で唯一のものづくり学校。 京都伝統工芸大学校

～伝統産業の技術と人材のデータベース～ 京都伝統産業協働バンク

伝統の京仏具から新製品まで選りすぐりのお荘厳を生みだす。 京仏具 ㈱小堀

経済産業大臣指定　伝統的工芸品・京仏壇製造元 京仏壇　加茂定

京都の伝統工芸士の７人衆 七人の手しごと屋

漆塗り商品の新たな創造 ㈱堤浅吉漆店

竹<　竹でこんなものが　竹でこんなものを　＝ご希望にお応えします＝ 東洋竹工㈱

「京都絞り工芸館」でキャッチしたニーズをタイムリーに製品化！ ㈱吉岡甚商店

噛きょうと連携交流ひろば２００８（予定）

【大学】
京都大学、京都工芸繊維大学、京都府立大学、京都府立医科大学、京都産業大学、
京都造形芸術大学、京都精華大学、京都学園大学、京都橘大学、同志社大学、同
志社女子大学、立命館大学、龍谷大学、平安女学院大学、葦大学コンソーシアム
京都、大阪府立大学、大阪電気通信大学、甲南大学、滋賀大学

【金融機関】
京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、滋賀銀行、南都銀行、国民生活金
融公庫

【研究会・グループ】
京都産業21環の会（KSR）、きょうとWEBショップ研究会、京都マネージメント
研究会、Kyoohoo?!、3Dインターネットビジネス研究会、小規模製造業EDI協議
会、新工芸研究会、マーケティング研究会、夢現の会、モノづくり企業のための
生産性向上研究会、ライフサイエンス研究会

【産学公研究開発グループ成果発表】
鈴木産業㈱、㈱テック技研・㈲ケイテックシステム、㈱PHG、㈱ファーマフーズ、
マイクロニクス㈱

【団体等】
或科学技術振興機構JSTイノベーションプラザ京都、京都ものづくり若手リー
ダー育成グループ、京都リサーチパーク㈱、或日本貿易振興会 JETRO

【産学連携・新連携・地域資源活用相談ブース】

噛京都商工会議所　京都・ビジネスマーケットプレイス

京都商工会議所シニアアドバイザーセンターが支援する企業展示を行い、
販路開拓、ビジネスマッチングの場を提供いたします。




