
R4.9.1

会　社　名 業　　種 代表者名 所在地 府認定・表彰等

1 株式会社秋田農園 農業 秋田　佳英 木津川市 知恵の経営

2 株式会社アクス 卸売業 山田　裕 宇治田原町 経営革新

3 株式会社アグティ 清掃業・クリーニング業 齊藤　徹 久御山町 経営革新

4 株式会社アクトリー 精密プラスチック成形・製造業 野坂　直人 宇治市 経営革新

5 株式会社あぐり翔之屋 農業(九条ねぎ、ホワイトコーン) 森上　翔太 木津川市 知恵の経営

6 株式会社アグロス・カワモト 農業・園芸資材販売業 河本　英樹 木津川市 知恵の経営

7 有限会社アップル・ワイズ 環境配慮型消臭剤の製造販売、e-ラーニング教材販売 針原　雄四郎 木津川市 オンリーワン

8 株式会社アドバン理研 窒素ガス・酸素ガス・オゾンガス発生装置製造業 辻 　泰成 八幡市
元気印　知恵の経営

優良企業　経営革新

9 有明産業株式会社 洋酒樽製造業（洋酒樽、リメイクサービス） 小田原　伸行 京都市 知恵の経営

10 イーセップ株式会社 製造業 澤村　健一 精華町 経営革新

11 有限会社イーダブルシステム 電子機器製造業（３Ｄセンサー、電子情報ボード） 森元　賢一 井手町 元気印　オンリーワン

12 石崎織物登大路工場 織物製造業・賃加工 石崎　則嘉 木津川市 知恵の経営

13 泉工業株式会社 金銀糸製造・販売（金銀糸、ラメ糸等） 福永　均 城陽市 知恵の経営

14 株式会社市原会計エスエムエス 企業の会計計算業務、経営コンサルティング 市原　鉄平 宇治市 経営革新

15 株式会社岩城製作所 ステンレス加工業（業務用厨房機器、インテリア） 岩城　義和 井手町 経営革新

16 岩田精工株式会社 金属プレス製品製造業 田中　正明 八幡市 経営革新

17 有限会社岩本製作所
製造業（主に樹脂製品アッセンブル）、ドットプリン

ター用リボンカセットOEM生産及びリサイクル
岩本　俊樹 京田辺市

18 インフォテック株式会社 制御系ソフトウェア業受託開発 神田　隆次 京田辺市 経営革新

19 株式会社上尾製菓 菓子製造業 榎　俊也 宇治田原町 経営革新

20
株式会社ウエダ・テクニカルエン

トリー
研削・研磨・ラッピング関連装置製造販売 植田　昌彦 城陽市 元気印　経営革新

21 宇治電器工業株式会社 電気機械器具製造業 里村　和樹 宇治市 経営革新

22 映像制作ファクトリー 動画制作 杉田　満 木津川市

23 株式会社H&C技術研究所 健康機器・機能性材料の研究開発・製造販売 田原　修 精華町 経営革新

24 エーシック株式会社 電子機器用部品（LED）製造業 栗林 　智国 宇治市
元気印　優良企業

技術大賞（優秀技術賞）

25 有限会社SKツール 圧造超硬金型・超硬工具の製造・販売 河原林　毅 八幡市 元気印　経営革新

26 エステハウス　アンディ エステティックサロン 徳田　裕紀子 城陽市 経営革新

27 株式会社エムエスティ 産業用プリンタ製造業  坂本　礼朗 城陽市 元気印

28 エリモ工業株式会社 天然素材の壁紙加工製造 中村　由之 木津川市

29 OSO株式会社 一般貨物自動車運送事業・倉庫業 鈴木　闘志也 八幡市 経営革新

30 株式会社オージーファイン 製造業（精密金属加工） 小川　俊保 城陽市

京都やましろ企業オンリーワン倶楽部会員
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31 株式会社尾形電気工事 建設業（電気設備施工） 尾形　勝治 八幡市 元気印　経営革新

32 尾﨑林産工業株式会社 製材業 尾﨑　友紀 井手町 経営革新

33 株式会社ONO Plus プラスチック製品加工業 村上　研介 宇治田原町 経営革新

34 御生菓子司　ふたば 和菓子製造販売 越田　耕平 精華町 知恵の経営

35 株式会社神村製作所 金属製品製造（精密板金加工、精密金属加工部品） 神村　圭 宇治市 誘致企業

36 株式会社上村製作所 製造加工業（板金加工、部品加工） 上村　昌也 八幡市 経営革新

37 カメラのトモミ堂 ＤＰＥ・撮影業全般 田原　　剛 京田辺市 知恵の経営

38 関西畳工業株式会社 畳製造業 武内　秀介 城陽市 経営革新

39 株式会社カンメン 電気工事業、ビルメンテナンス業、建設業 井上　馨 宇治市 経営革新

40 岸紙工株式会社 段ボールケース製造販売 岸　勝彦 宇治田原町 経営革新

41 株式会社喜創 建設業（リフォーム、新築住宅） 高橋　成光 木津川市

42 木下電子工業株式会社 電子制御機器開発・製造業 木下　義次 長岡京市 知恵の経営

43 共栄製茶株式会社 製茶業 森下　康弘 宇治市 誘致企業

44 株式会社京都衛生開発公社 一般廃棄物・産業廃棄物処理、運搬 髙橋　信吾 向日市 経営革新

45 株式会社京都サッス ステンレス加工業 笠原　功治 木津川市 経営革新

46 有限会社京都八百忠 飲食業 吉田　忠康 城陽市 知恵の経営

47 株式会社協和電工いしづ 電気設備業 三好　雅人 精華町 知恵の経営

48 有限会社グッドウッドKYOTO
スーパーエンプラ等各種樹脂・ゴム・発泡樹脂　切削

加工
辻本　 敏哉 城陽市 経営革新

49 クラウド・テン株式会社 インターネット付随サービス 南方　郁夫 精華町 元気印　経営革新

50 株式会社黒坂塗装工業所 金属塗装業 黒坂　俊之 宇治田原町 経営革新

51
けいはんな文化学術協会内

微生物計測システム研究所
開発研究・製造業（非破壊微生物活性計測システム） 高橋　克忠 精華町 技術大賞

52 京和あずま株式会社 プラスチック加工（ＦＲＰ、発泡ウレタン）・お茶 東　周作 和束町 経営革新

53 有限会社ケーワイ商会 金属加工業（精密旋盤切削加工部品） 山田 　一徳 八幡市 経営革新

54 玄米屋ウエトミ 米、食品、酒類、たばこ販売 上田　洋 八幡市 知恵の経営

55 小嶋織物株式会社 製造業（織物壁紙、織物ふすま紙） 小嶋　一 木津川市

56 株式会社コスメケム 化粧品及び医薬部外品委託開発及び販売 坂部　和弘 京都市 元気印

57 コスモ機器株式会社 製造業（電気、装置、設計、製作） 駒阪　俊博 久御山町

58 コタ株式会社 美容室向け頭髪化粧品、医薬部外品の製造・販売 小田　博英 久御山町 誘致企業

59 小谷食堂 飲食業 小谷　昌徳 八幡市 知恵の経営
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60
サイレックス・テクノロジー株式

会社
製造業 三浦　暢彦 精華町

61 株式会社サカテック 金属部品加工業 坂下　修 久御山町

62 株式会社阪村エンジニアリング 金型製造 松井　正廣 京都市 元気印　経営革新

63 早蕨山荘　赤政 サービス業 福永　善夫 宇治田原町 知恵の経営

64 サン・ウインド株式会社 硝子、サッシ販売業 高橋　秀直 宇治市 元気印　オンリーワン

65 三惠フードサービス株式会社 飲食業・サービス業 平　至 城陽市

66 株式会社サンブラス 婦人服製造業 上條　恵敏 八幡市 元気印　経営革新

67 三和研磨工業株式会社 研磨工具、蒸着材料製造業 竹ノ内　壮太郎 宇治市
モデル工場

技術大賞（優秀技術賞）

68 株式会社ジェイビーシー ネットによるアクセサリー小売 中西　元章 八幡市 元気印　経営革新

69 株式会社忍 運送業（食品、一般貨物） 向井　大介 木津川市

70 秀峰自動機株式会社 省力化設備の設計製作 栗山　　武 宇治市 オンリーワン

71 Jointevo合同会社 製造技術サービス 神代　浩司 宇治市

72 株式会社城南工建 建設資材製造販売、建設業 古瀬　善啓 城陽市 経営革新

73 株式会社白川工業 建設業 白川　義成 宇治市 経営革新

74 伸栄工業株式会社
アクリル製品企画、開発、製造、カーボン等特殊素材

加工
榊田　未央 京田辺市 元気印

75 有限会社神工建設 建築業 神　睦典 京田辺市 経営革新

76 株式会社シン・コーポレーション
製造業（理化学研究機器、特に高圧研究機器、輸入研

究用試薬）
松本　雅光 木津川市 オンリーワン

77 株式会社 Shin Sei 製造業、精密金型 芦田　竜太郎 城陽市 経営革新

78 株式会社すぎもと 建設業 杉本　則行 木津川市

79 有限会社セキゼンスガ商会 環境衛生管理業 菅　弘明 八幡市 経営革新

80 株式会社センシング京都 センシング研究・開発及び製造 高崎　薫 城陽市 元気印　オンリーワン

81 有限会社創研社 精密板金加工業 山本　将義 宇治市 経営革新

82 第一工業株式会社 製造業（プラスチック成形用合理化機器） 岡田　正夫 八幡市

83 株式会社大登工業 製缶・機械加工業 西村　清 八幡市 元気印

84 高由金属株式会社 製造業（精密機械の製造・組立） 高島　章 精華町 オンリーワン

85 田中鉃筋工業株式会社 鉃筋加工業（金網製品、建築資材） 田中　進 井手町
元気印　オンリーワン

経営革新

86 株式会社チクノライフ エコ商品の開発・製造・販売 西尾　清 京都市 元気印　経営革新

87 株式会社ティ.アイ.プロス
理美容電気機械器具製造販売

業務用電気機械器具製造販売
杉本　洋一 城陽市 経営革新

88 株式会社TIF 金属加工 遠山　達次 八幡市 経営革新

89 株式会社ティー・ピー・オー ＰＣ販促支援ツールの制作 辻　春見 向日市 経営革新

90 株式会社テクノリード 医療機器開発販売 天摩　義信 木津川市 チャレンジバイ

91 株式会社杜若園芸 農業・園芸生産卸・小売 岩見　悦明 城陽市
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92 友岡化研株式会社 化学薬品製造 飯田　一博 八幡市 元気印

93 株式会社仲川組 建設業 中井　仁司 笠置町 知恵の経営

94 株式会社ナカタ
林業・木材製材業　建設業（建築・土木）

各種建築材料及び住宅機器の卸売業
中田　弥 宇治田原町 知恵の経営

95 有限会社ナガノ精巧 金属加工　打錠金型 長野　泰英 宇治市 経営革新

96 有限会社ナレック 照明器具開発・製造 中澤　南海生 精華町 経営革新　オンリーワン

97 株式会社ナンゴー 機械加工・治具制作 南郷　真 宇治市 元気印

98 西工株式会社 土木業・電気工事業・電気通信工事業 	西島　誉晃 井手町 知恵の経営

99 株式会社西山ケミックス
ゴム製造業（工業用/民生用ゴム製品、液晶画面保護

フィルム）
森　豊 宇治市

100 株式会社ニッサンキコー 包装機械製造業 大浦　之博 宇治市 技術大賞（大賞）

101 日産スチール工業株式会社 スチール家具製造販売 西部　清志 木津川市 知恵の経営

102 有限会社日双工業 製造業（試作開発向け金属部品） 西田　裕子 宇治市 元気印

103 日本タブレット株式会社 健康食品の受託加工業 藤川　真志 宇治市 元気印

104 日本ニューロン株式会社 金属製造業（各種伸縮管継手設計、製作他） 岩本　泰一 精華町 優良企業　誘致企業

105 ニューリー株式会社
電気機械器具製造業（イメージスキャナ、画像処理ソ

フトウエア、　検査装置、自動化機器等開発製造）
新井　慎也 久御山町

モデル工場

技術大賞（優秀技術賞）

106 株式会社ネオシスエイワ 卸売・左官業 田中　正則 精華町 経営革新

107 野﨑工業株式会社 金属加工業　環境関連商品 野﨑　惠美子 京田辺市 元気印

108 株式会社野の花工房 草木染製品販売、草木染教室 松本　つぎ代 井手町 知恵の経営

109 株式会社バイオ
サービス業（ＤＮＡ解析サービス、プロテオーム解析

サービス）
田中　正純 精華町 元気印

110 株式会社花駒 葬祭、生花販売、霊柩寝台自動車輸送業 上野　雄一郎 精華町 知恵の経営

111 株式会社播磨園製茶 茶生産・製造・販売 播磨　余士行 宇治田原町 経営革新

112 株式会社P.O.ラボ 医療機器製造販売 大井　勝寿 京田辺市
知恵の経営　元気印

経営革新

113 株式会社ピー・ドウ
電気製品開発、販売（ＣＤプレイヤー、節電機器、避

雷器等）
馬渕　邦彦 井手町 元気印

114 有限会社光電子設計 製造業 大谷　光勝 精華町 知恵の経営

115 ＨＩＬＬＴＯＰ株式会社
精密機械部品製造及び装置製造（医療機器、分析機

器、半導体関連、食品機械）
山本　正範 宇治市

優良企業

技術大賞（優秀技術賞）

116 福岡織布株式会社 生地製造業 福岡　善基 木津川市 知恵の経営

117 株式会社福寿園 茶製造販売 福井　正興 木津川市 モデル工場

118 ふくふく庭 造園業 福井　隆史 木津川市 知恵の経営

119 株式会社Fujimaki通信システム 電気通信項事業、電気工事業 藤巻　勝秀 京田辺市 経営革新

120 有限会社藤山工業 建築業 藤山　恭平 木津川市 知恵の経営

121 プラスコート株式会社
プラスティックコーティング加工業（電磁波シールド

コーティング加工、ＥＭＣ関連製品）
安田　知穂 久御山町

元気印　経営革新

オンリーワン
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122 株式会社プラムテック
分析機器製造販売（ＣＯ２計、ＣＲＤＳガス測定機

器、土中水分計、半導体レーザー駆動装置）
梅川　豊文 城陽市 元気印

123 株式会社ブリーズ・カンパニー 建設業・建築設計業・宅建業 小川　哲史 木津川市 知恵の経営

124 フリップラーニング株式会社 ソフトウェア開発 奥村　文浩 城陽市 元気印　経営革新

125 株式会社プロキダイ 製造業（生体電極）　ヘルスケア・医療 柴田　和明 井手町 経営革新

126 株式会社プロト 精密機械部品製造業（アルミ鋳造部品の製作） 長谷川　美成 久御山町 元気印　オンリーワン

127 プロニクス株式会社 検査測定受託サービス、金型製造、成形量産 森本　奈美 宇治市 経営革新

128 ボディーショップ岩前 自動車板金・塗装業 岩前　潤二 木津川市 知恵の経営

129 マイクロシグナル株式会社 電子デバイス、受光IC開発製造販売 渡辺　國寛 久御山町 経営革新

130 株式会社丸宇 日本茶の卸売業、飲食業 于　昊男 宇治市

131 ミクロ精工 プレス加工業 岡崎　　隆 京田辺市 知恵の経営

132 株式会社ミツワ製作所 製缶・鈑金・機械加工業 原田　泰幸 木津川市
技術大賞（優秀技術賞）元気印

知恵の経営　オンリーワン

133 株式会社三桝嘉七商店 柿渋及び酒類・調味液類清澄剤等製造・販売 三桝　嘉嗣 木津川市 技術大賞（優秀技術賞）

134 株式会社名工技研 金属加工 廣田　俊一 京都市 経営革新

135 株式会社monotone  technology 電気計測器製造業 小島　淳二 精華町 経営革新

136 森岡石材 石製品製造販売 森岡　喜美雄 木津川市 経営革新

137 株式会社森忠建設造園
造園・建設業（ガーデニング、エクステリア、外構工

事、和洋庭園、土木一般）
森本　真一郎 精華町 知恵の経営

138 株式会社八百忠 飲食業 吉田　忠喜 井手町 知恵の経営

139 株式会社矢野自動車工業 自動車販売、修理業 矢野　裕也 宇治市

140 株式会社山岡製作所
機械金属加工業　精密金型及びプレス関連自動機の設

計製造
山岡　靖尚 城陽市

元気印　知恵の経営　モデル工

場　技術大賞（優秀技術賞）

141 山口社会保険労務士法人 士業（社会保険労務士業） 山口　豊博 木津川市 知恵の経営

142 株式会社ヤマコー 製造業（プラスチックダンボールの加工・販売） 山崎　惠弘 宇治田原町 経営革新

143 株式会社山﨑 金属製品製造業　プラスチック製品製造業 水井　淳三 宇治市 元気印

144 山城萱葺株式会社 萱葺屋根工事業 山田　雅史 城陽市 経営革新

145 株式会社山城工芸 表彰用品・記念品製造販売 田村　信夫 京田辺市 オンリーワン（講師）

146 山田フトン店 寝具小売業 山田　吉郎 八幡市 知恵の経営

147 大和テック株式会社 金網製造販売・鈑金製缶業 岩城　成玄 宇治市 オンリーワン

148 株式会社山本鉄工 鉄、SUSの板金、製缶、機械加工 山本　章夫 宇治市 経営革新

149 吉川ふとん店 布団製造販売業（枕・ふとん販売、丸洗い） 吉川　寛 木津川市 経営革新

150 株式会社ヨシダ 屋根板金工事業 吉田　芳隆 宇治市 元気印

151 株式会社リンクジパング 生花卸売 須本　利治 枚方市 経営革新

152 Red Rice自然農園 農業 赤穂　達郎 木津川市 知恵の経営
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