
京都府モデル工場会会員企業一覧　 （※ H17.9.9　「京都府中小企業モデル工場指定事業」廃止→「京都中小企業優良企業表彰」実施）

○「京都中小企業優良企業表彰」の受彰企業 ( R3.2　118社 ）

表彰年度 企　業　名 営業品目 所在地

令和2年度 (株)川口金属 金属加工機械製造業 京丹後市大宮町奥大野520

令和2年度 大東寝具工業(株) 寝具製造業 京都市伏見区横大路下三栖山殿66-2

令和2年度 タマヤ(株) 紙器製造業 綾部市青野町下入ヶ口12番地

令和2年度 (株)西川紙業 紙製品製造業 京都市南区上鳥羽高畠町3

令和2年度 (株)藤原製作所 業務用機械器具製造業 京丹後市峰山町新治2151

令和元年度 エフ・ピー・ツール(株) 機械工具製造業 京都市山科区東野百拍子町47-3

令和元年度 大槻ポンプ工業(株) 消防機器業 綾部市本町7丁目67-2

令和元年度 (株)シオノ鋳工 銑鉄鋳物製造業 与謝郡与謝野町字金屋1917-1

令和元年度 (株)西村衛生ボーロ本舗 ビスケット類・干菓子製造業 京都市中京区間之町二条上ル夷町580

令和元年度 (株)峰山メッキ 電機めっき業 京丹後市峰山町泉470

平成30年度 (株)アカツキ製作所 測量器具製造業 綾部市井倉新町石風呂53

平成30年度 (株)タムラ 精密機械部品加工業 京丹後市大宮町周枳1508

平成30年度 (株)テック技販 各種計測機器製造業 宇治市大久保町西ノ端1－22

平成30年度 西村陶業(株) 工業用セラミックス製造・販売業 京都市山科区川田清水焼団地町 3－2

平成30年度 (株)ミネヤマ精機 ステンレス製精密部品加工業 京丹後市峰山町内記740-1

平成29年度 (株)衣川シャーリング 鉄鋼シャースリット業、鉄鋼・同加工品卸売業 福知山市字土1117-319

平成29年度 (株)ShinSei 各種金型設計製作・部品加工の製造販売 城陽市平川西六反40-1

平成29年度 民谷織物 織物業 京丹後市丹後町三宅312

平成29年度 (株)ヤマモト 各種省力化機器製造、板金・製缶、塗装 京丹後市峰山町赤坂91-8

平成29年度 遊絲舎 その他織物業 京丹後市網野町下岡610

平成28年度 アイマー・プランニング(株) 機械器具製造業 京都市伏見区下鳥羽浄春ヶ前町１１２

平成28年度 (株)アナテック・ヤナコ 環境計測機器製造業 京都市伏見区下鳥羽平塚町１４５

平成28年度 (有)日双工業 金属切削・加工業 宇治市槙島町目川７７－１

平成28年度 (株)松田精工 製缶板金業 京丹後市網野町生野内１１２２－１

平成28年度 (株)ミツワ製作所 製缶板金業 木津川市山城町綺田渋川６５

平成27年度 (株)尾崎鐵工 鍛造加工、機械加工、金型設計製作 京丹後市大宮町河辺１１７３

平成27年度 コアマシナリー(株)
（旧社名：(株)田中技研）

金属加工業 福知山市三和町芦渕琴ケ瀬７７７ 

平成27年度 テック・ワーク(株) 金属製品製造業 長岡京市勝竜寺八ノ坪１－６ 

平成27年度 日本蚕毛染色(株) 繊維製品製造業、染色整理業 京都市伏見区舞台町３５ 

平成26年度 (株)三橋製作所 包装・荷造機械製造業 京都市右京区山ノ内赤山町1

平成26年度 (株)神村製作所 金属製品製造業 宇治市大久保町西ノ端1番地23号

平成26年度 トクデン(株) 電磁誘導機器製造業 京都市山科区西野離宮町40番地

平成26年度 ユーハン工業(株) 油圧・空圧機器製造業 福知山市字天田夕陽が丘109−14

平成25年度 (株)長濱製作所 精密機械器具製造業 京都市南区唐橋門脇町23-2

平成25年度 (株)寺内製作所 ボルト・ナット・ねじ製造業 京都市伏見区深草芳永町666



平成25年度 篠春織物(株) 和装用小幅生地製造業 京丹後市網野町網野573-4

平成24年度 双和電機(株) 電子機器製造 京都市伏見区下鳥羽北ノ口町92

平成24年度 (株)韋城製作所 機械金属加工業 京丹後市峰山町四軒20-2

平成24年度 近江屋ロープ(株) 網製造業、その他の金属 製品製造業 京都市下京区七条通西洞院東入夷之町689

平成24年度 (株)山一パン總本店 各種パン類、洋菓子製造 卸販売業 京都市南区久世築山町264

平成23年度 (株)アドバン理研 酸素ガス発生装置、窒素ガス発生装置、オゾン発生装置等 八幡市下奈良野神40番地の1

平成23年度 洲崎鋳工(株) 産業機械、工作機械向けの鋳物製品、オートリール 京都市下京区梅小路西中町82

平成23年度 日本ニューロン(株) 各種伸縮管向け継ぎ手、各種パイプラインの設計、製作 精華町光台3丁目2番

平成23年度 亀岡電子(株) 液面レベルセンサー、近接センサー、各種制御機器 亀岡市篠町広田１丁目２５−５

平成22年度 ミヤコテック(株) 工業用樹脂製品製造 京都市伏見区下鳥羽但馬町169

平成22年度 (株)栗田製作所　 電機機械製造業 綴喜郡宇治田原町湯屋谷西搭ヶ谷1-33

平成22年度 西垣金属工業(株) 機械金属製造業 京都市南区久世築山町377-6

平成22年度 サント機工(株) 精密機械器具製造業 綾部市井倉新町南大橋16

平成21年度 (株)衣川製作所 半導体製造装置 京都市伏見区深草新門丈町106-4

平成21年度 (株)エナミ精機 金属加工機械、金型 舞鶴市大字平小字丁田1757

平成21年度 山藤織物工場 縮緬白生地、風呂敷 与謝郡与謝野町字弓木493

平成20年度 ＨＩＬＬＴＯＰ(株)
（旧社名：山本精工(株)）

アルミ加工、溶融メッキ 宇治市大久保町成手1-30

平成20年度 (株)さんけい 展示模型及び展示工事、販促グッズ 京都市右京区西京極堤下町35

平成20年度 福知山重工(株) 自動省力機械 福知山市堀1965-2

平成20年度 ヒロセ工業(株) 精密部品加工、金型 京丹後市大宮町善王寺743

平成19年度 (株)キョークロ 金属表面処理業 京都市山科区東野舞台町5-5

平成19年度 長島精工(株) 精密機械製造業 宇治市大久保町成手1-29

平成19年度 (株)洛北義肢 各種補装具製造販売 京都市北区大北山原谷乾町22-16

平成19年度 武蔵キャスティング(株)
 (旧社名：(株)浅田可鍛鋳鉄所)

自動車・建設機械等用の球状黒鉛鋳鉄の製造及び機械加工 福知山市長田野1-29

平成18年度 園部重工業(株) 鋳鉄管製造業 南丹市園部町小山東町水無10

平成18年度 (株)ワタマサ 丹後ちりめん、変り意匠ちりめん 与謝郡与謝野町字岩屋961-3

平成17年度 エーシック(株) フルカラーＬＥＤ 宇治市広野町西裏37-1

平成17年度 (株)日昌製作所 工作機械部品など 京丹後市峰山町安158

平成17年度 グローバリーテック(株) 電子部品等の製造・検査装置 京都市南区久世中久世町3-68

指定年度 企　業　名 営業品目 所在地

平成16年度 シーシーエス(株)
画像処理用ＬＥＤ照明、植物育成用ＬＥＤ照射装置、医療用
ＬＥＤ証明応用製品、顕微鏡光源用ＬＥＤ照明

京都市上京区烏丸通下立売上ル桜鶴円町374

平成16年度 ニューリー(株) イメージスキャナー、ＣＣＤ検査装置、Ｘ線検査装置　他 久御山町佐古外屋敷125

平成15年度 京都電子工業(株) 研究用分析計、環境用測定器 京都市南区吉祥院新田二の段町68

平成15年度 山中産業(株)
飲料用（コーヒー・お茶）フィルター及び装飾用リボンテー
プ類の製造販売

京都市右京区花園扇野町17

平成14年度 須河車体(株)
特殊自動車ボディー（清涼飲料水運搬車、パワーゲート車な
ど）、プレス金型部品（自動車、鉄道車両、建設機械等

宇治田原町郷之口馬廻り1

平成14年度 ヤマナカヒューテック(株) 半導体・光ファイバー用高純度化学薬品　他 京都市左京区下鴨松原町２９番地

○「京都府モデル工場」の指定を受けていた企業



平成14年度 リヒト精光(株) 金属熱処理加工（真空熱処理加工） 京都市南区上鳥羽石橋町19-1

平成13年度 (株)朝日レントゲン工業
Ｘ線撮影装置（歯科中心）・デジタル画像情報ソフト・非破
壊Ｘ線検査装置　他

京都市南区久世築山町376-3

平成13年度 マルホ発條工業(株) 各種精密ばね、各種自動包装機・省力機器　他
京都市下京区中堂寺南町134　京都リサーチパーク1
号館4階

平成12年度 (株)京都科学
医学・看護・理科教育用模型、文化財の複製・復元・保存処
理　他

京都市伏見区北寝小屋町15

平成12年度 (株)ナベル 自動洗卵選別包装装置、パック溶着装置　他 京都市南区西九条森本町８６番地

平成12年度 (株)飯尾醸造 食酢　他 宮津市小田宿野373

平成12年度
(株)美十
(旧社名：(株)おたべ)

菓子（生八つ橋） 　他 京都市南区西九条高畠町35-2

指定年度 企　業　名 営業品目 所在地

平成11年度 マイコム(株)
コントローラー、ステッピングモータードライバー、モー
ター

京都市西京区御陵大原1-29
（指定時：京都市右京区嵯峨広沢南下馬野町12）

平成11年度 村山造酢(株) 食酢　他 京都市東山区三条大橋東3-2

平成10年度 上田鍍金(株)
ＩＣリードフレーム ・電子部品コネクター部品 、弱電精密
部品　他

京都市右京区西院清水町134

平成9年度 (株)サンコンタクトレンズ コンタクトレンズ ケア用品 、医療用機器 京都市中京区麩屋町通夷川上ル475

平成9年度 (株)峰山鉄工所
精密小物型打鍛造品 、エンジンバルブロッカーアーム、工
業用ミシン部品　他

京丹後市峰山町内記546

平成9年度 ニンバリ(株)
自動省力化設備 、半導体関連設備 、薬関連設備、食品関連
設備（炊飯システム）、水処理設備、環境関連設備 他

福知山市長田野2-38

平成8年度 田勇機業(株) 丹後ちりめん全般、正絹ちりめん、オリジナル小物 京丹後市網野町字浅茂川112

平成8年度 (株)東光弁製造所 小口径鍛造バルブ 南丹市園部町城南町大門1

平成7年度 トタニ技研工業(株) 自動製袋機設計、自動背袋包装機設計 京都市南区久世中久世町5-81
（指定時：京都市南区久世中久世町4-44）

平成7年度 (株)本田味噌本店 西京白味噌等各種味噌製品 京都市上京区室町通一条上ル小島町558

平成6年度 (株)ユーシン精機
プラスチック製品等取出ロボット、成形工場ＦＡ化等のトー
タルシステム

京都市南区久世殿城町555
（指定時：京都市伏見区久我本町11-260）

平成5年度 ナカガワ胡粉絵具(株) 日本画用胡粉、岩絵具、水干絵具 宇治市菟道池山24
(指定時：宇治市宇治乙方68)

平成5年度 (株)ひなや 天然素材織物等 和・洋装インテリア 京都市上京区新町通上立売上ル

平成5年度 宮崎木材工業(株) 家具製品全般、木造住宅建築工事、建築内部造作工事 京都市中京区夷川通堺町西入る絹屋町129

平成4年度 (株)エクセディ鋳造 合金鋳鉄、防振鋳鉄低膨張鋳鉄 福知山市字拝師小字松田112

平成4年度 清水長金属工業(株) 電気めっき、化学めっき、化成処理 京都市南区西九条高畠町31

平成3年度 大洋産業(株) ウスターソース、ドレッシング、その他調味料 宇治市大久保町平盛71-1

平成3年度 (株)タナカテック 乾燥炉、防音パッケージ、大型薄板製缶 京都市南区吉祥院池ノ内町47

平成3年度 中沼アートスクリーン(株)
スクリーン印刷用製版、スクリーンファイン印刷、スクリー
ン印刷機械・諸資材

京都市右京区太秦安井奥畑町 23-8

平成2年度 旭金属工業(株) 航空部品、宇宙部品原子力部品等の特殊めっき 京都市上京区下立売通智恵光院西入ル

平成2年度 (株)松本機業 和装用ちりめん 京丹後市大宮町字周枳2212-1

平成元年度 (株)松榮堂 薫香、線香、匂い袋 中京区烏丸通二条上ル東側

平成元年度 (株)日本ジョイント
ロータリージョイント、ソビジェット洗浄装置、デルタフ
リーネス測定装置

久御山町大字市田小字北浦55

平成元年度 (株)Ai-R
(旧社名：(株)木下製作所）

各種データフォームプロセッサ、メカトロニクスディスプレ
イ

京都市中京区西ノ京右馬寮町17-3

昭和62年度 京阪セロファン(株) 各種包装資材製造・販売 京都市右京区西院月双町5

昭和61年度 日東薬品工業(株) 薬用人参製剤、整腸消化剤、カルシウムチュアブル剤 向日市上植野町南開35-3

昭和60年度 ＮＫＥ(株) ターミナルユニット、空圧機器、搬送機器 京都市伏見区羽束師菱川町366-1
（指定時：長岡京市馬場図所27）

昭和58年度 (株)ＫＯＹＯ熱錬
(旧社名:(株)光陽金属熱錬工業所)

浸炭焼入等金属熱処理加工全般 京都市南区吉祥院池田町38

昭和58年度 (株)こにし ちりめん（意匠紋）、プリント基板加工 与謝郡与謝野町加悦奥284

○「京都府モデル工場」の指定を受けていた企業



昭和57年度 (株)大栄製作所 各種板金加工、電源装置金枠 京都市南区上鳥羽大物町26

営業品目 所在地

和装・洋装織物、ジャカード織物 、薄地織物 京丹後市網野町字網野95-1

噴霧器関連、家庭用・業務用ポンプ関連、船舶用ポンプ 長岡京市神足上八ノ坪12

ダイヤモンド砥石、研磨機械・装置、石材フロア再生システ
ム、蒸着機能材料

宇治市大久保町上ノ山22-1

半導体・液晶製造装置、精密部品加工（航空、通信、医療
他）

京丹後市峰山町長岡1750-1

宣伝印刷物、包装印刷物、ＵＶ印刷物 京都市中京区西ノ京冷泉町22

和菓子 京都市上京区今出川通堀川西入ル

志ば漬、千枚漬、すぐき他京漬物 京都市左京区八瀬花尻町41

電子回路の開発設計・デザイン・電子回路板・精密板金加工 京都市山科区西野後藤町18

抹茶・玉露、煎茶・番茶 各種茶製品 木津川市山城町上狛東作り道11

各種めっき、ＩＣリードフレーム、電子部品、車載関連部品
等

京都市南区上鳥羽藁田町1

超精密金型、半導体生産設備、精密プレス加工 城陽市平川横道93

【２０２０．２．２０】

(株)工進

○  「中小企業庁合理化モデル工場」の指定を受けていた企業

企　業　名

河芳織物(有)

(株)福寿園

メテック(株) (旧社名:メテック北村(株))

(株)山岡製作所

三和研磨工業(株)

(株)積進

大光印刷(株)

(株)鶴屋吉信

(株)土井志ば漬本舗

日本電気化学(株)


