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　染織技術や繊維材料，高分子，金属，窯業，表面処理，バイオ，デ
ザインにわたり幅広い分野の研究や企業の皆様への技術支援を行っ
ています。京都の中小企業を始めとする事業者を技術面からサポー
トする産業支援機関です。

研究チームと研究分野

企業の皆様への支援

高分子系チーム
複合材料・ポリマーブレンド・界面設計制御・微細精密
発泡・漆改質技術・酵素反応型塗料等

金属系チーム
金属材料試験・評価技術，微小部分析技術，無機化学分
析，材料化学・合金作製技術等

窯業系チーム
陶磁器釉薬・素地・焼成・陶磁器製造技術・粉末成形技
術・セラミックス製造技術等

製織システムチーム
製織紋織技術・製織準備関連技術・物性評価技術・コン
ピュータ関連技術等

バイオ系チーム
酒造技術・酵母育種技術・バイオ分析技術・バイオ計測
技術等

表面処理チーム
電気めっき技術・電鋳技術・微細加工技術・表面処理
技術・表面分析・表面形態評価等

デザインチーム
デザイン技術（工芸／プロダクト／グラフィック／テキ
スタイル／情報），デジタル技術，製品開発手法，伝統染
織・色彩等

色染化学チーム
染色加工・機能加工・繊維加工材料・繊維系化学分析等

技術相談
ものづくりを行う中で生じる技術的課
題に対する相談

試験・分析
製品や材料等の品質・性能試験や成分
分析など，試験，測定，分析，設計，加
工，デザイン等のサービス提供

ものづくりの担い手育成
中小企業技術者の能力開発のための研
修（ORT事業），機器活用セミナー，伝
統産業技術後継者育成研修等

共同研究・受託研究
企業・大学等と産技研が互いの技術や
知識を活用した共同研究，企業の課題
解決の依頼を受けて行う受託研究

設備機器利用
企業の皆様自身が機器を利用した製品
や材料の試験，分析，測定

京都市産業技術研究所は，
事業者の下支えと成長支援をします。

QRコードで支援メニューの詳しい情報が見られます。

QRコードで各研究チームの詳しい情報が見られます。
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　京都市産業技術研究所（以下，「産技研」）が技術面からサポー

トし，「伝統技術と先進技術の融合」や「新たな気づき」といった

知恵産業をキーワードに製品化・事業化に結び付いた企業を，

有識者（※）の意見を参考に，知恵創出 “目の輝き”企業として認

定しています。

※「知恵産業推進有識者会議（京都商工会議所，（公財）京都高度技術研究所，
　（公社）京都工業会，京都工芸繊維大学）」

知恵産業の推進に寄与する企業を支援しています

知恵創出 “目の輝き”企業認定

知恵産業融合センター（産技研内に設置）

認定企業への支援
　技術支援や産技研内ショールーム「京乃TANA」での製
品展示，産技研アドバイザーによる支援のほか，京都市の
各種支援制度の対象となることができます。

知恵創出 “目の輝き”成果発表会
認定企業に対する認定証の授与式並びに取組成果の発

表会を開催しています（令和２年度は新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため，認定授与式のみ開催）。

　知恵ビジネスを目指すものづくり企業の発掘や成長支援，知恵産業の担い手育成に取り組んでいます。

　また，産技研の研究成果を技術移転し，事業化や製品化を進める「産技研技術の産業化」に取り組んでいます。

【知恵ビジネス企業等の発掘と成長支援】
知恵創出 “目の輝き”企業認定，企業の技術ニーズの
把握と企業間マッチング，企業の新技術・新商品開
発や販路開拓の支援

【知恵産業の担い手の育成】
産技研の伝統産業技術後継者育成研修修了生の販路
開拓支援，技術開発から市場開拓まで担える人材育成

【技術の事業化・製品化】
産技研技術・研究成果の企業等への橋渡し，研究会
会員企業等への産技研技術の紹介

【情報発信】
展示会への出展，産業支援機関等との連携による産
技研の利用促進，広報活動等

【文化を基軸とした産業振興】
分析・解析技術の高度化と文化財修復等への技術提
供，担い手との技術共有と産業振興

知恵産業の推進 産技研技術の産業化

産技研ショールーム
「京乃TANA」での
認定企業の成果展示

令和元年度の様子

産技研アドバイザー
によるセミナー開催
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京都樹脂株式会社 × 高分子系チーム・デザインチーム

織物や和紙等の素材を，独自の技術でアクリル板に封入
した「織鼈甲」を開発しました。
　素材をあえてピンと張らずに自然な状態で封入すること
で凹凸感が表現され，織物や和紙の魅力がそのまま伝わるた
め，光の当たり方，見る角度によって様々な表情を楽しむこ
とができるのが特徴です。ホテルの案内板や公的施設等の照
明カバーなどに採用されているほか，箸箱・ティッシュ
BOXなどの小物商品にも展開しています。

事業概要

●展示会出展に向けた全面的支援（織鼈甲を用いたコンセプ
トアイテムのデザイン開発及び試作，展示会のブースデザ
イン）

●織鼈甲の販路拡大に向けた，家電メーカーとのマッチング

産技研の支援内容

●独自技術による製法を守りながら，小物雑貨など商品バリ
エーションを増やす。

●ネット販売や，関東圏や海外への販路拡大に取り組む。

成果と事業展開

京都樹脂株式会社
所 在 地　 京都市下京区西七条名倉町29　　　
電　　話　 075-312-3741　　　Ｕ Ｒ Ｌ　 http://k14co.com/
事業内容　 アクリル樹脂加工，金属加工，木工製品・別注家具製造，サイン制作（大型インクジェット）

出力加工，屋外大型看板，店舗内装工事，販売促進什器企画製造販売

令和
２年度
認定企業

　今回，弊社の特殊技法によるアクリルパネル材（ORIBEKKO）の商材に際し，産業技術研究所様のお
力添えもあってその素材間融合技法及び商材新規性に着目いただいた結果，知恵創出“目の輝き”企業
に認定いただき，大変ありがとうございます。これまで以上に伝統産業品との樹脂加工技術の研鑽を
積み，事業規模の拡充を図るとともに，ひいては京の地場産業への活性化の一助となるべく努力して
参ります。

　織鼈甲は，京都合成樹脂研究会「なんぞこさえる会」で生まれた京都技術の粋を集めた製品です。封
入することで増す素材の魅力。その独自性をいかに表現するか，こだわりを持ってデザイン支援させ
ていただきました。今後の広がりが楽しみです。

代表取締役
末松靖子氏の一言

担当チーム
から一言

「　　　　　」（織鼈甲）の開発
おり べっ こう
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有限会社洸春陶苑 × 窯業系チーム
無鉛フリットを活用した新たな陶磁器の開発

　筒で粘土を絞り出して線を盛り上げて描く「いっちん」技
法を用いて細やかな文様を描き，その線文様の内側を上絵具
のような色釉薬で色分けし，鮮やかな発色が印象的な交趾
（こうち）の器や茶道具を製作しています。
　釉薬として，従来の有鉛フリットを，産技研が開発した環
境負荷の少ない無鉛フリットに置き換えて陶磁器を制作す
る中で，従来の釉薬と「書き味」が違う無鉛フリットの特性
を十分に把握し，独自の技術を確立することで同フリットの
実用化への道筋を作りました。

事業概要
●産技研の伝統産業技術後継者育成研修において，今回の成
果の基礎となる釉薬についての自主研究に対する指導

●研修修了後，産技研開発の無鉛フリットを使った商品開発
において，同フリットの特性をいかした釉薬の設計に対する
技術支援

産技研の支援内容

●交趾の持つ表現力を生活空間にいかせる調度品等への展開
を検討

●建築内装材（アートパネル・照明・手洗い器等）の更なる販
路拡大

●金属や有機物（木，繊維，プラスチック等）でできた商品等
の素材を，今回の技術をいかした陶磁器に置き換え，家電等
新たな分野における価値の創出

成果と事業展開

有限会社洸春陶苑
所 在 地　 京都市東山区今熊野南日吉町148番地
電　　話　 075-561-5388
事業内容　 陶磁器製造

令和
２年度
認定企業

　無鉛フリットは，長い時間をかけて職員の皆様が研究を重ねられ，その使用感について様々な議論
をさせていただきました。私たち事業者の課題に真摯に向き合っていただいた成果が表れている絵具
だと思います。この絵具が開発されたことで，国内はもとより海外に向けても事業の展開が広がり，
さらに京焼・清水焼を発展させることができると考えております。

　無鉛フリットは有鉛フリットに比べ扱いが難しく，発色が鮮やかでないなどの劣位性が指摘される
中，それを補う技術を着実に構築され，独自の無鉛フリットを使った作品へと繋げておられます。
　今後の更なる製品開発が楽しみです。

担当チーム
から一言

代表取締役
高島慎一氏の一言
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佐々木酒造株式会社 × バイオ系チーム

ノンアルコール醸造飲料，甘酒ピューレ及び
高付加価値大吟醸製品の開発

　酒造りが落ち着く夏場に酒の製造設備を活用し，ノンアル
コール醸造飲料「白い銀明水」及び甘酒ピューレを開発しま
した。
　「白い銀明水」は栄養豊富で夏に飲みやすい飲料として，
同社の期間限定商品として販売しています。甘酒ピューレ
は，製パン会社により菓子パンに使わ
れ，商品化されました。
　また，産技研の清酒酵母「京の琴」を
産技研と共同開発し，同酵母を用いた
純米吟醸クラスの商品を開発しました。
更に，遠心分離機を新規導入すること
で清酒もろみの固液分離法を改良し，
香りが高く味のすっきりした，より付
加価値の高い大吟醸製品の開発に成功
しました。

事業概要
●ノンアルコール醸造飲料の試作，レシピの確立，スケール
アップへの技術指導，製品設計から販路確保までの全面的支援

●清酒酵母「京の琴」の共同研究による開発
●遠心分離機の導入についての支援

産技研の支援内容

●醸造飲料については，充填方法を改良することにより，賞味
期限を延ばしたことから，スーパーやドラッグストア等へ販
路を拡げていく。

●現在，ほとんどの吟醸製品の酒に産技研酵母を使用してい
るが，今後は，京都の酵母や米を前面に出し，京都市ブラン
ドを更にいかした商品開発を進めていく。

成果と事業展開

佐々木酒造株式会社
所 在 地　 京都市上京区日暮通椹木町下ル北伊勢屋町727
電　　話　 075-841-8106
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.jurakudai .com/
事業内容　 清酒の製造，販売

令和
２年度
認定企業

　バイオ系チームには，商品開発から製品評価，マーケティングに至るまで，数々のご相談をさせて
いただきました。
　我々のような零細メーカーでは，設備や人材の面で新たな取組を行うことは困難な点が多いのです
が，バイオ系チームの方々のご支援により，技術的な裏付けを持って新事業の展開を進めることがで
きています。

　研究開発計画の作成から生産，販路開拓，事業拡大まで主導的かつ大胆に牽引いただきました。産
技研の研究成果を商品化し，新たな市場を創生するところまで具現いただけたことに感謝いたします。

担当チーム
から一言

代表取締役
佐々木晃氏の一言
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令和
２年度
認定企業

株式会社亀田富染工場，秀和株式会社，株式会社髙岡，宮井株式会社 × デザインチーム

安土桃山時代の能装束デザインを現代に
よみがえらせた新たなライフスタイル商品の開発

安土桃山時代頃から西陣で織られた華麗な能装束は，京
都の染織文化の華といえます。この能装束のデザインをベー
スに，産技研が構築したコンセプト「桃山モード」のもと，
京都企業４社と産技研が，美術や文化に関心の高い消費者に
向けたライフスタイル商品を開発する事業「『京都×能装束』
文化ものづくりプロジェクト」に取り組みました。このプロ
ジェクトの成果として，各企業がそれぞれの特色をいかし，
アロハシャツやがま口，寝装品，風呂敷等を製作しました。

事業概要

●伝統染織の色彩や能装束に関する知見を活かしたブランド
コンセプトの構築

●デザイン開発支援
●林原美術館収蔵の能装束等のデザインが検索できるデータ
ベースの設計

産技研の支援内容

以下の取組を通じて，ライフスタイル商品「桃山モード」の浸
透を図る。
●京都伝統産業ミュージアム（みやこめっせ内）での４社合同
展示販売（令和２年８月７日～ 11日）

●「第２回 京都インターナショナルギフト・ショー 2021」で
の展示紹介（令和３年３月10日・11日）予定

●社会情勢に配慮した新商品の企画やポップアップショップ
の開催

成果と事業展開

●開発商品の販路開拓
● SNSを通じたPR

　個企業の力より皆さんの共同の力
の掛け合わせがなせた成果が良かっ
たです。産技研の方々の熱意，メン
バー企業の各々の企画，技術，総合
力のたまものです。

　貴重な能装束の意匠で製品化する
事ができて光栄でした。今春の自粛
で合同催事や販売ができませんでし
たが，商品の出来映えも良く，当店で
はお客様からの評判も上々でした。

　本事業のポイントは美術館収蔵品（能装束）の文化的要素を活用した「桃山モード」の商品開発であり，
それを可能にする企業と共に取り組むことでした。結果，我々の想像を超えた商品群を世に送り出すこ
とができ，深く感謝しています。

株式会社亀田富染工場
代表取締役
亀田憲明氏

　京都をヒントに新しい文化を生み
出す事が求められる時，『京都×能装
束』の話をいただきました。コロナ禍
の中，優美で壮大な桃山文化に由来す
る桃山モードにヒントがあるようです。

　ふろしきは物を包むためのシンプ
ルな１枚の布ですが，とても便利な生
活の道具です。今回制作の商品は包
んだ時の模様の変化が楽しめるよう
な構図とデザインを工夫しました。

株式会社髙岡
代表取締役

髙岡幸一郎氏

宮井株式会社
代表取締役
宮井宏明氏

秀和株式会社
代表取締役
奥敏郎氏

担当チームから一言

Facebook TwitterInstagram

企業代表者から一言
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2020 
Spring & Summer
Main Line

株式会社亀田富染工場
所 在 地　 京都市右京区西院西溝崎町17
電　　話　 075-322-2391
Ｕ Ｒ Ｌ　 https://pagong. jp/
事業内容　 京友禅アロハシャツ，
　　　　　 カットソー，
　　　　　 ワンピース等の製造・販売

株式会社髙岡
所 在 地　 京都市下京区五条通油小路
　　　　　 東入ル金東横町242
電　　話　 075-341-2251
Ｕ Ｒ Ｌ　 https://www.takaoka-kyoto.jp/
事業内容　 寛具（かんぐ）の企画・製造・
　　　　　 販売

秀和株式会社
所 在 地　 京都市左京区聖護院山王町
　　　　　 28-29
電　　話　 075-751-0086
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://shuwa. jp/
事業内容　 服飾雑貨，
　　　　　 袋物の企画・製造・販売／
　　　　　 小売店，WEBショップの運営

宮井株式会社
所 在 地　 京都市下京区室町通高辻下ル
　　　　　 高辻町609番地
電　　話　 075-354-0381
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.miyai-net.co.jp/
事業内容　 風呂敷，ふくさ，儀式用品，
　　　　　 結納用品，家庭用品，
　　　　　 和装小物等の企画・製造・卸売

能装束「紅白段桜花文摺箔」
のデザインを活かした商品

秀和株式会社
がま口ハンドルバッグ
６寸がま口平ポーチ他

シルクアロハシャツ
Ｕネック半袖，七分袖カットソー

株式会社亀田富染工場 秀和株式会社
くし型がま口フォーマルバッグ
鏡付きがま口リップケース他

がま口サコッシュ
縦型がま口メガネケース他

宮井株式会社
風呂敷 かづら帯つなぎ

2020 
Spring & Summer Original Line

切替ワンピース，日傘
株式会社亀田富染工場

宮井株式会社
風呂敷 段替桜花ちらし
風呂敷 市松丸取桜花

株式会社髙岡
おじゃみ座布団
こじゃみ枕

「段片身替りに雪持芭蕉文縫箔」や「海松貝文様鬘帯」など，
各社がセレクトした能装束等からデザインした商品
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これまでの認定企業の成果事例 高分子 金 属 窯 業 製 織 バイオ 表 面 色 染

知 恵

デザイン
各取組を支援した研究チーム等を略称で表しています（研究チームは２ページで紹介）。

知恵産業融合センター（３ページで紹介）

金属材料の価格高騰や環境への配慮に起因する金属材料
のリユースに係るニーズの高まりに対し，金属材料の表面
をコーティングして
いる硬質皮膜を，従
来よりも短時間で除
膜できる除膜液を開
発した。開発製品は，
母材金属を傷めずに
除膜でき，室温での
除膜が可能（除膜時
の加温が不要），毒物・
劇物及び危険物に該
当しないことから薬
液の保管・管理が容
易という優れた特徴
を持っている。

独創的な意匠を備えた片側紗風通織物の開発と商品化

クロム系硬質皮膜用除膜液の開発

織物の製織に広く普及しているメカジャカード（たて糸
を柄に応じて引き上げる織機の装置）では，一度に操作で
きるたて糸の数に制限が
あるため，新規織物の開
発の課題となっていた。
そこで，既存のメカジャ
カードを用いて機装置を
改良することにより，こ
の課題を解決し，これま
では製織が難しかった，
奥行のある織組織で深み
のある意匠を表現した片
側紗風通織物（縫取り紋
を有する平織と紋紗の風
通組織）を製織すること
ができる技術を開発した。

事業概要

事業概要

●機装置の高度化に対する技術支援
●多様な紋表現を実現するための織物設計データ作成支援
●片側紗風通織物の組織検討，性能評価

産技研の支援内容

●金属材料組成に含まれる純金属の溶解電位データを蓄積
し，皮膜成分のみを溶解させる浸漬液の組成を検証するこ
とで，除膜時に母材金属の腐食を最小限にする防食技術を
確立

●トレードオフとなる，産技研の防食技術と佐々木化学薬品
株式会社の除膜技術を組み合わせながら，最適な除膜時間
となる除膜液組成を設計

産技研の支援内容

金 属

製 織

片側紗風通織物（帯）の一部

亀井綜絖株式会社
所 在 地　 京都市北区紫野北舟岡町３
電　　話　 075-414-0200
事業内容　西陣綜絖業

今河織物株式会社
所 在 地　 京都市上京区東柳町558
電　　話　 075-461-1212
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://kiyata. jp/
事業内容　 西陣織きもの・帯の製造・卸

佐々木化学薬品株式会社
所 在 地　 京都市山科区勧修寺西北出町10番地
電　　話　 075-581-9141
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.sasaki-c .co. jp/
事業内容　 試薬及び化学工業薬品の開発・製造販売

片側紗風通織物の構造

紗の上の紋
↓

↑
紗を透かして見える平織の上の紋

平織の上の紋
↓

平織

紗

開発製品を使用した除膜前後の状態

１µmの除膜に要する時間

市販品

約５分

約１時間

除膜速度を大幅に改善！開発品

除膜前 除膜後

令和元年度
認定企業

令和元年度
認定企業
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これまでの認定企業の成果事例

清酒酵母「京の華」を使用した新規清酒開発

産技研と大阪市立大学が共同開発した，バナナのような
甘い果実の香りを生成する清酒酵母「京の華」を用い，平成
22年から純米酒「月の桂・旭４号」，平成29年から「物集
女」を製造・販売している。新たに，「京の華」と，京都産米
「京の輝き」及び伏見の名水を用いて，大阪市立大学オリジ
ナル純米吟醸酒「月の桂」及び久御山町町制施行65周年記
念の「夢酒くみやま」を開発した。

事業概要

●清酒酵母「京の華」を使用した清酒製造に関する技術指導
●大阪市立大学オリジナル純米酒の開発・販売において，
同大学と増田德兵衞商店とのマッチング

産技研の支援内容

バイオ

表 面

アレルギー・有害性・金属価格の高騰などが問題となっ
ているニッケルめっきの代替となるスペキュラム（銅-ス
ズ）合金めっきは，スズよりもイオン化傾向が小さい銅の
優先析出を抑える必要がある。その過程に従来必要とされ
ていた有毒なシアンを使用しない酸系のめっき液を開発
し，めっき浴中の銅/スズのイオン比とほぼ同程度の組成を
有する合金めっき皮膜を形成させる技術を確立した。

環境調和型スペキュラム（銅-スズ）合金めっき
技術の開発
事業概要

●環境調和型のめっき技術開発について，競争的研究資金（平
成18～20年度戦略的基盤技術高度化支援事業，平成22～24
年度「京都環境ナノクラスター」事業）による共同研究を実施

産技研の支援内容

メテック株式会社
所 在 地　 京都市南区上鳥羽藁田町１番地
電　　話　 075-661-4900
Ｕ Ｒ Ｌ　 https://www.metek.co. jp/
事業内容　 ①ディスクリート，オプト及びLSI等の半導体部品
　　　　　　 用リードフレーム並びに精密機器部品に対する
　　　　　　 機能めっき等の金属表面処理
　　　　　 ②モールディング及び後加工処理

株式会社増田德兵衞商店
所 在 地　 京都市伏見区下鳥羽長田町135
電　　話　 075-611-5151
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.tsukinokatsura.co. jp/
事業内容　 清酒製造販売

左：新たに開発した大阪市立
　　大学オリジナル
　　純米吟醸酒「月の桂」
右：純米酒「月の桂・旭４号」

スペキュラム
合金めっき＋
Auめっき
外観

スペキュラム
（CuSn）
合金めっき
外観

令和元年度
認定企業

令和元年度
認定企業
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これまでの認定企業の成果事例

清酒に含まれる香気成分のジアセチルは「つわり香」と
して嫌われており，品質管理のための定量的な分析が必要
とされていた。戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン
事業）「世界市場を開拓するSake・大吟醸生産システムの
革新」（平成25 ～ 27年度）で，清酒製造の高度化のために清
酒中の微量成分分析について研究開発を行った成果とし
て，ジアセチルを簡便に定量分析するキットを開発・製品
化した。

微量香気成分（ジアセチル）を簡便に分析できる
キットの開発

産技研が開発した「呑み方提案型」清酒酵母のうち，燗酒
向け酵母の「京の珀」を利用した清酒「英勲 本醸造」を開
発した。温めることにより，ふくらみのある豊かな味わい
を感じるコハク酸の比率が高いことを特徴とする，燗酒に
向く清酒の商品化に成功した。

事業概要

事業概要

● 燗酒向け新規酵母「京の珀（はく）」を利用した「英勲 本醸
造」の商品化支援

● 清酒香気成分分析や官能試験を通じた，高付加価値清酒の
製造工程改善，全国新酒鑑評会出品支援

● 試験分析や技術指導を通じた製造ラインの衛生環境の改善
支援

産技研の支援内容

●「世界市場を開拓するSake・大吟醸生産システムの革新」
（平成25 ～ 27年度サポイン事業）へ参画し，純米大吟醸製

造のためのSOP（Standard Operating Procedures）の開発
に寄与

● 発酵工程の高度化・生産性向上のための低コスト分析技術
の開発

● 販路開拓のためのジアセチル分析キットアプリケーション
ノートの作成支援

産技研の支援内容

バイオ

バイオ

信和化工株式会社
所 在 地　 京都市伏見区景勝町50-2
電　　話　 075-621-2360
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.shinwa-cpc.co. jp/
事業内容　 ガスクロマトグラフィー・高速液体クロマトグラ

フィー用の充填剤・充填カラムなど化学分析用機
材の開発・製造

齊藤酒造株式会社
所 在 地　 京都市伏見区横大路三栖山城屋敷町105番地
電　　話　 075-611-2124
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.eikun.com/index.htm
事業内容　 清酒の製造・販売，外食事業

ジアセチル誘導体化試薬キット「Shinwa DS-DA」

燗酒向け酵母の
「京の珀」を利用した
「英勲 本醸造」

燗酒向け清酒酵母「京の珀」を利用した本醸造酒の開発
はく

平成30年度
認定企業

平成30年度
認定企業
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これまでの認定企業の成果事例

和紙糸を使用した織物製品の開発

和紙の需要低迷に対し，和紙の新たな展開を模索する中
で，産技研が持つ普通糸用の撚糸機とこれまで蓄積してき
た撚糸技術に関するノウハウを活用し，多種の織物用途に
使用できる和紙糸を開発した。和紙の裁断幅と撚糸条件を
調整することにより，種々の強度を有する和紙糸の作製に
成功し，帽子等，多種の織物製品の開発を進める。

事業概要
●平成27年度ORT事業（企業研究能力開発事業）の活用
●産技研が蓄積した撚糸技術を用いた加撚和紙糸に関する技
術支援

●和紙糸撚糸のための撚糸機部品の最適化
●撚糸条件の検討と各種データ測定
●撚糸条件が引張強度に及ぼす影響の検証

産技研の支援内容

製 織

色 染

京都の染色技術や引箔を「天然皮革」に応用することで，
京友禅や西陣織など京の伝統を取り入れた新しい皮革素材
及び皮革製品を開発した。本来，熱や水に弱い革を染料で
染めるのは困難だが，蒸す時間や温度の調整により堅ろう
な染色を可能にした。また，京友禅技法や西陣織技術を取
り入れることで，機械だけでは真似のできない繊細な表現
を実現した。

京都の染織工芸の技術を取り入れた新しい
皮革素材の開発
事業概要

●型染における「色糊（染料糊）」に関する技術支援（レオロ
ジー調整，色移り防止）

●金銀箔を貼る際の「接着剤」や箔の変色防止に関する技術
支援

●発色性，染色堅ろう度の向上と評価に関する指導・試験

産技研の支援内容

KYOTO Leather 株式会社
所 在 地　 京都市中京区西大黒町326
電　　話　 075-222-0808
Ｕ Ｒ Ｌ　 https://kyotoleather .com/
事業内容　 京友禅・西陣織技術を応用した染色加工等を施し

た皮革素材・皮革製品の販売

株式会社辻商店
所 在 地　 京都市下京区堀川通り四条下る四条堀川町
　　　　　 271番地
電　　話　 075-841-0765
Ｕ Ｒ Ｌ　 https://www.tsuj itoku-tumuri .net/
事業内容　 懐紙及び和紙関連商品の製造・販売

京友禅や西陣織など京の
伝統を取り入れた新しい
皮革素材

和紙糸和紙糸を使用した帽子

平成30年度
認定企業

平成30年度
認定企業
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これまでの認定企業の成果事例

事業概要

乳酸菌を用いた酒母製造技術と，計測技術を活用した
新しい醸造プロセスの開発

シリカモノリスは，優れたオイル吸収性能とともに吸収
したオイルを素早く蒸散して長時間・高濃度で徐放する性
能がある。さらにオイルを吸収すると白色不透明な固体か
ら透明な固体へ変容する知見を得ていた。これらの特性に
着目し，産技研の持つプロダクトデザイン，切削加工技術，
伝統工芸技術の支援によりアロマディフューザー（Porous 
Quartz®）の据置型を商品化した。

事業概要
● 精密切削加工の最適化によるシリカモノリス素材の造形手

法を検討
● 平成27年度京都知恵産業支援共同事業においてシリカモノ

リスの特性をいかした据置型アロマディフューザーのデザ
インを開発

● シリカモノリス素材の薄い円盤（パレット）に直接絵付け
できる絵具を開発

産技研の支援内容

● 清酒製造工程におけるガスクロマトグラフを利用した有機
酸分析技術を開発，技術移転

● 酒母製造時に利用する乳酸菌の候補株の選抜
● 高品質な酒米の開発とその安定供給のため，京都府下で生

産された酒米の特性解析などを実施

産技研の支援内容

窯 業

バイオ

デザイン

黄桜株式会社
所 在 地　 京都市伏見区塩屋町223番地
電　　話　 075-611-4101
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.kizakura.co. jp/
事業内容　 食料品製造業（清酒・地ビール・焼酎製造，販売）

京料理「祥風楼」・地ビールレストラン「カッパ
カントリー」等　直営店の経営

株式会社エスエヌジー
所 在 地　 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2215号室
電　　話　 075-874-5643
Ｕ Ｒ Ｌ　 https://www.sng-inc.co. jp/
　　　　　 https://www.porousquartz .com/
事業内容　 医療用機器，医療用器材，医療用材料，医薬品製造

用機器，医薬品製造用器材の製品開発

シリカモノリスの特性に着目した
据置型アロマディフューザーの商品化

左：特別純米酒「のろし」

右：生酛山廃特別純米酒
　  「山田錦」

き もと

アロマディフューザー（右：吸油後透明）

戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）「世界市
場を開拓するSake・大吟醸生産システムの革新」（平成25
～ 27年度）に産技研と共に参画した成果として，乳酸菌を
利用した酒母製造技術と，高品質な日本酒製造において杜
氏の勘に頼っていた醸造プロセスの一部を，バイオ計測に
より数値管理した酒質向上につながる新しいプロセス技術
を開発した。その技術を用いて特別純米酒「のろし」及び
生酛山廃特別純米酒「山田錦」を製品化した。

き もとルビ→

平成29年度
認定企業

平成29年度
認定企業
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これまでの認定企業の成果事例

化学薬品を一切用いない絹織物防縮加工技術の実用化

絹織物は他の繊維とは異なり，防縮性を付与するために
行う一般的な化学処理ではその効果が低く，簡便に高い防
縮性を付与する方法がなかった。株式会社広海は，産技研
が開発した化学薬品を一切用いずに絹織物に高い防縮性を
付与する技術を実用化し，ブランド名“Shrink-proof™（シュ
リンクプルーフ）”として実施している。本加工によって和
装品の着用時や保管時における吸湿・吸水等による縮みの
トラブル削減に寄与している。

事業概要
●「絹織物の高機能化を目的とした環境調和型防縮加工技術」
の実用化に向けたORT事業（企業研究能力開発事業）の実施

●既存加工機の改良，最適加工条件の確立等の技術指導並び
に実地指導

●加工品の不上がり（故障）の原因究明と対応策に関する技
術指導

産技研の支援内容

窯 業

色 染

高純度液体材料製造技術をコアに，環境負荷が少なく，
低コストのβ型-酸化ガリウム粉末製造法を開発した。本法
は製造時に発生する廃液の量が少ないことを特徴とし，製
造されたβ型-酸化ガリウム粉末は，酸化物半導体（IGZO）
や次世代パワーデバイス用原料に適した特性（易焼結性）
を有している。

環境負荷が少なく低コストな
β型-酸化ガリウム製造法の開発
事業概要

●ORT事業（企業研究能力開発事業）により粉体プロセスに
関する基礎的な技術研修を実施

●β型-酸化ガリウム粉末の熱分解による新製造法の検討（共
同研究）

●スパッタリングターゲット用低環境負荷／低コストβ型-
酸化ガリウムの開発支援（ものづくり中小企業製品開発等
支援補助金／共同研究）

産技研の支援内容

ヤマナカヒューテック株式会社
所 在 地　 京都市左京区下鴨松原町29番地
電　　話　 075-721-5555
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.ysc-net .co. jp/
事業内容　 半導体用高純度液体材料，Silicon Wafer及び関連

商品，MEMS関連商品，PVD・EB蒸着材料等の製
造販売

株式会社広海
所 在 地　 京都市右京区西京極西団子田町３番地の７
電　　話　 075-312-8895
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.hiroumi. jp/
事業内容　 染色加工（京友禅等）に関する蒸し加工，水洗処

理，その他諸仕上加工
水に浸漬後乾燥したきもの

（左：未加工きもの　右：防縮きもの）
水に浸漬後乾燥した絹布

（左：未加工布　右：加工布）
＊濃色部は浸漬前の生地の大きさ

β型-酸化ガリウム１次粒子形状
（FE-SEM）（観察倍率：×5000）

β型-酸化ガリウム

平成29年度
認定企業

平成29年度
認定企業
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これまでの認定企業の成果事例

西陣織製織技術を用いた炭素繊維紋織物の製織技術を確
立し，併せてフライ（毛羽立ち）を防止する樹脂加工技術も
開発した。炭素繊維織物の光沢感をいかした柔軟性のある
素材とすることでバッグなどへの利用も可能とした。さら
に，輸送機・インテリア・スポーツ用具などの大量消費さ
れる分野への炭素繊維紋織物素材の供給と更なる高精細な
柄表現を目指している。

事業概要

●炭素繊維紋織物の製織技術の開発と改善
●フライ防止加工技術の開発とその評価技術支援
● CGSソフトによる製紋技術指導
●各種展示会への出展支援
●地域資源活用型研究開発費を活用

産技研の支援内容

高分子

製 織 色 染

有限会社フクオカ機業
所 在 地　 京都市上京区浄福寺通五辻東入一色町35番地の７
電　　話　 075-441-0235
事業内容　 炭素繊維織物，西陣織紋織物製造

株式会社ニッシン
所 在 地　 京都府亀岡市旭町樋ノ口88
電　　話　 0771-22-5534
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.niss in-dental . jp/
事業内容　 歯科材料・歯科模型・歯科教育関係商品・ネイル

関係商品の製造販売

カーボン・ガラス繊維桜柄織物カーボン製チェアーHANAYAKA

新規歯科用樹脂材料及び歯科模型材料の開発

炭素繊維紋織物の製織技術と加工技術の開発

歯科実習用模型や歯科説明用模型には，現在様々な材質
が応用されており，熱可塑性樹脂を主原料とした様々な歯
科実習分野に適した新規歯科模型材料の検討を行い，生産
性・機能性・品質安定性に優れた模型材料，あるいは模型
複合材料の開発を行っている。
　今後，熱可塑性樹脂にフィラー（充填剤）をコンパウンド
（混合，複合）することにより，更に付加価値を高めた歯科
実習用模型等を歯科医師，歯科技工士，歯科衛生士に提供
することができ，歯科教育分野への技術貢献が期待できる。

事業概要
●熱可塑性樹脂コンパウンド技術指導
●新規製品への材料開発支援
●産技研との共同研究の実施（平成24年度）

産技研の支援内容

平成28年度
認定企業

平成28年度
認定企業
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これまでの認定企業の成果事例

産技研が開発した「呑み方提案型」清酒酵母のうち，冷酒
向け酵母である「京の咲」を利用し，京都の酒造好適米であ
る「祝」を原料とする純米吟醸酒「神聖 祝」を開発。爽快な
酸味を感じるリンゴ酸の比率が高いことを特徴とする，冷
酒に向く清酒の商品化に成功した。

事業概要
●冷酒向け新規酵母「京の咲」を活用した純米吟醸酒「神聖
祝」の商品化支援

●麹の酵素活性測定や清酒香気成分分析を通じた高付加価値
清酒の製造工程改善支援

●当社が参画した「京の酒を楽しむ和のしつらえ」ブランド
確立プロジェクト（平成27年度JAPANブランド育成支援事
業）を産技研がコーディネート

産技研の支援内容

バイオ

表 面

熱膨張が極めて低いインバー（鉄－ニッケル合金）電鋳
（電気めっき鋳造）製品の量産技術を活用し，熱膨張が小さ
く，大型・高精細なインバー電鋳製のメタルマスク生産技
術の開発に世界で初めて成功した（産技研との共同研究成
果）。

事業概要
●産技研が保有する低熱膨張電鋳製品の量産技術を技術導入
●共同研究による大型・高精細有機ELディスプレイの低コス
ト・量産化を実現する低熱膨張メタルマスクの開発

産技研の支援内容

アテネ株式会社
所 在 地　 神奈川県藤沢市鵠沼神明3-2-1
電　　話　 0466-26-1234
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.e-athene.co. jp/
事業内容　 アディティブ法による各種メタルマスク及び

マイクロ金型等微細加工品の製造と販売　等

株式会社山本本家
所 在 地　 京都市伏見区上油掛町36-1
電　　話　 075-611-0211
事業内容　 清酒の製造，販売，居酒屋のチェーン展開　等商品化した純米吟醸酒「神聖 祝」

大型・高精細有機EL
ディスプレイ用メタルマスク メタルマスク加熱試験結果（130℃）

開発製品
（インバー電鋳）

従来製品
（ニッケル電鋳）

熱変形熱変形

熱変形なし

低熱膨張インバー電鋳（電気めっき鋳造）
技術を活用したメタルマスク生産技術の開発

でんちゅう

平成28年度
認定企業

平成27年度
認定企業

冷酒向け清酒酵母「京の咲」を利用した
純米吟醸酒の開発

さく
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これまでの認定企業の成果事例

高精細な模様表現を得意としながら，市場ニーズがある
小ロット商品にも素早く対応可能な 世界初のゼロエミッ
ション・デジタル捺染システムを導入した。最新の技術と
伝統産業が融合した次世代型風呂敷製造システムを確立
し，新たな商品開発と市場獲得を目指す。

事業概要
● 長瀬産業株式会社と産技研が共同開発した世界初のデジタ

ル捺染システムの導入（平成25年度）
● 新規の染料トナーやシステムの調整・改良及びカラーマ

ネージメントなどの技術指導

産技研の支援内容

窯 業

製 織 知 恵

西村陶業株式会社
所 在 地　 京都市山科区川田清水焼団地町３番２号
電　　話　 075-591-1313
Ｕ Ｒ Ｌ　 https://www.nishimuratougyou.co. jp/
事業内容　 工業用セラミックスの製造販売　等

宮井株式会社
所 在 地　 京都市中京区室町通六角下ル鯉山町510番地
電　　話　 075-221-0381
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.miyai-net .co. jp/
事業内容  繊維・衣服等の製造・卸売

「放射」を活用したセラミックス製ヒートシンクの開発

電子機器の小型化や高密度実装に伴い，基板やデバイス
等の熱対策が急務になっている。セラミックスが金属やポ
リマーに比べ高い放射率を有することに注目し，電気絶縁
性を有しながら放射により効率よく熱を逃がすことができ
るヒートシンク材料の開発に成功した。
　このヒートシンク材料はLED照明用として採用され，更
なる用途展開を進めている。

事業概要

● ファインセラミックス製品の製造技術及び性能評価技術
支援

● ORT 事業（企業研究能力開発事業）による従業員の技術開
発力向上

産技研の支援内容

LED用及びパワーデバイス用
セラミックス製ヒートシンク
（プレート及びケース）

ヒートシンク機能を兼ね備えた
メタライズ絶縁セラミックス基板

FESPA2014 での商品展示 本システムで製造した風呂敷

世界初ゼロエミッション・デジタル捺染システムを
用いた高精細ふろしきの商品化

な せん

平成27年度
認定企業

平成27年度
認定企業
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これまでの認定企業の成果事例

柄が動くスリットアニメーション織物の開発と製品化

着用時の動作により柄が動いて見える織物の開発に取り
組んだ。従来，紙とフィルムに印刷することにより実現し
ていたスリットアニメーションという表現手法を，後加工
不要の100％テキスタイルで実現し，これまでなかった着物
を開発した。様々な方に着物を楽しんでいただきたいとい
う思いの下，新たな和の装いを提案している。

事業概要
●織物でのスリットアニメーション表現実現において，人が
正しく認識できることを考慮した基本方針を検討

●ジャカード織物用スリットアニメーション画像作成ソフト
ウェアの開発

●消費性能を満たしたスリット（隙間のある）織物設計支援

産技研の支援内容

高分子

製 織

株式会社ケイまつい
所 在 地　 京都市上京区一条通千本東入泰童町281
電　　話　 075-415-9222
事業内容　西陣織卸

宮階織物株式会社
所 在 地　 京都市上京区笹屋町通六軒町西入笹屋５丁目
　　　　　 311番地
電　　話　 075-462-3030
事業内容　 西陣織製造・卸

アスファルト舗装の維持補修工事において，加熱された
ストレートアスファルトの塗布工程を省くことができる両
面接着テープを開発し，従来工法と比較して，施工時間が
短く，安全かつ高強度な施工方法の開発を進め，公共・民
間工事も合わせた市場獲得を進める。

事業概要
●製品開発を進めるうえで，重要な部分である接着剤の調整
や強度の試験評価等の支援

●京都商工会議所等の産業支援機関と連携した販路の拡大支援

産技研の支援内容

株式会社石川建設
所 在 地　 京都市伏見区深草小久保町303番地
電　　話　 075-645-2459
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.ishikawakensetsu. jp/
事業内容　 土木・舗装工事

アスファルト舗装用テープの製品化

商品化したきもの「変間絽」

（販売）

アスファルト舗装用両面接着テープ

平成27年度
認定企業

平成26年度
認定企業
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これまでの認定企業の成果事例

優れた耐薬品性や接着性により，これまで多くの分野で
使われて来たエポキシ床用塗料は，硬化剤特有の臭い（ア
ミン臭）が強く，改修工事時の製品への移り香対策や施工
時の作業環境に制限があった。硬化剤そのものへの低臭化
技術と市場における潜在化ニーズの２つの「気づき」によ
り，低臭気を前面に出し，従来品の1/3まで臭い成分を低減
した新しいタイプのエポキシ床用塗料の商品化に成功した。

事業概要
●「気づき」の性能・特性評価に基づく技術指導
●新たな商品化へのリーディング
●特許出願，商品登録申請支援
●京都市知恵産業創造支援事業補助金を活用（平成25年度）

産技研の支援内容

高分子

窯 業

所 在 地　 京都市東山区泉涌寺東林町38
電　　話　 075-541-1987
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.touan.co. jp/
事業内容　 京焼・清水焼の製造，販売

株式会社服部商店  淀工場
所 在 地　 京都市伏見区淀美豆町705番地
電　　話　 075-631-3128
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.hattori-shoten.co. jp/
事業内容　 工業薬品（無機薬品，有機薬品，食品添加物），塩，

合成樹脂，高圧ガス等の販売，芒硝，シーリング材，
接着材の製造，販売

大型極薄陶板の製品化

産技研が有するセラミックス製造技術と陶磁器釉薬の技
術を活用し，従来の技術では制作不可能であった畳１畳分，
厚さ３mmの大型極薄陶板の製造が可能となった。
　京焼・清水焼の伝統技術とセラミックスの先進技術を融
合したこの大型極薄陶板は，新たな京焼・清水焼の新用途
展開につながるものとして注目されている。

事業概要
●セラミックスシート製造技術指導
●陶板焼成時の「そり」や「歪み」を防ぐための温度調節や焼
成時間の技術指導

●産技研が有する釉薬技術の活用
●産技研が開発した無鉛上絵具の活用
●知恵産業融合センター研究開発費を活用（平成24年度）

産技研の支援内容

臭いを1/3に低減したエポキシ床用塗料の商品化

株式会社陶葊
とう あん

大型極薄陶板（１枚［約155cm×85cm］×４枚）

低臭化エポキシ床用塗料 施工例

平成26年度
認定企業

平成26年度
認定企業
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これまでの認定企業の成果事例

独自の撥水・防汚技術であるパールトーン加工技術を活
用し，伝統建築工法による土壁の水に対する脆弱性を補強
するとともに，土壁の特徴的な機能である調湿機能を損な
うことのない崩落防止施工法を確立し，建築分野における
新たな市場開拓を進める。

事業概要
●サンプル材を用いた促進耐候試験による性能評価
●塗膜処理等の防水加工では実現が困難な「蛍壁」，「大阪土
壁」，「じゅらく壁」等，多種の土壁の実証確認・吸放湿試験
等の技術支援

産技研の支援内容

高分子

高分子

有機発泡剤を使ったポリエチレン発泡体では，アンモニ
アや有機分解残渣が生じることから，臭いや緩衝材として
使う場合の色移りが課題となっている。今回，有機発泡剤
を使わず，無機発泡剤を使うことで，アンモニアや有機物
分解残渣が生じない新たなポリエチレン発泡体の試作に成
功した。
　無機発泡剤を用いた発泡体の製造は，これまでに例がな
く，新たなポリエチレン発泡体の用途拡大につながるもの
として注目されている。

事業概要

●発泡体の微細構造の分析・解析
●性能・特性評価に基づく技術指導
●京都市知恵産業創造支援事業補助金を活用（平成24年度）

産技研の支援内容
三和化工株式会社
所 在 地　 京都市南区上鳥羽仏現寺町56番地
電　　話　 075-671-5430
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.sanwa-chemi.co. jp/
事業内容　 化学架橋ポリエチレン発泡体，合成ゴム発泡体の

製造，販売

株式会社パールトーン
所 在 地　 京都市右京区西院春栄町2-1
電　　話　 075-312-1121
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.pearltone.com/
事業内容　 繊維・衣服装飾品に対する撥水加工・防汚加工

クリーンなポリエチレン発泡体の製品化

独自の撥水・防汚技術による土壁崩落防止等の
伝統建築物保全事業展開

促進耐候試験後のサンプル土壁（未施工（左），パールトーン施工（右））

無機発泡剤を使ったポリエチレン発泡体

平成26年度
認定企業

平成25年度
認定企業
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●最新デジタル捺染システムの開発支援
●和傘の製作に係る傘布
（カバー）部分のプリン
ト技術支援

●京都市知恵産業創造支
援事業補助金を活用（平
成24年度）

産技研と長瀬産業株式会社の連携により，世界初のカ
ラーレーザーの原理を応用した環境に優しいデジタル捺染
システムを開発した。このシステムは全く水を使用せず，
非常に高速で，高精細なデザイン表現と小ロット加工が可
能になり，この新システムを活用し，株式会社日吉屋が和
傘の商品化に成功した。

事業概要

産技研の支援内容

製 織 知 恵

知 恵

所 在 地　 京都市西京区下津林前泓町67-1-2  １階
電　　話　 075-922-0890
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://beanxious.com/
事業内容　 直植毛フロッキー加工アパレル製品の製造，販売

独自の立体感をもたらす「直植毛フロッキー加工」
カットソーの商品化

スクリーン捺染技術と高圧静電気による直植毛フロッ
キー技術を融合させ，ファッション業界に新しい立体感と
独自の視覚効果をもたらすカットソーの商品化，他のアパ
レル商品への展開を進める。

事業概要
●独自のデザイン開発能力や加工技術に対して，競争力を確
立するための助言・指導

●原材料の入手方法の検討や安定した加工方法を開発するた
めの技術的支援

産技研の支援内容

世界初ゼロエミッション・デジタル捺染システムの事業化

株式会社ティーヘッド

直植毛フロッキー加工のＴシャツ

DENATEX®- ESTシステム

商品化した和傘「ryotenTM」

株式会社日吉屋
所 在 地　 京都市上京区寺之内通堀川東入ル百々町546
電　　話　 075-441-6644
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.wagasa.com/
事業内容 宮内庁御用達  伝統工芸「京和傘」和風照明，体験

工房，提灯，文化財修復

長瀬産業株式会社
（オー・ジー長瀬カラーケミカル株式会社）
所 在 地　 大阪市西区新町１丁目1-17
電　　話　 06-6535-2200
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.ognagase.co. jp/
事業内容 デジタル捺染の開発，受注から制作までを一貫し

たプリントシステムの構築とマーケティング

平成25年度
認定企業

平成25年度
認定企業
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清酒製造技術を活用した新たな商品づくりとして，産技
研が大学や複数企業と共同で開発した米麹を用いた新規甘
味原料を基に，小川珈琲株式会社において新たな洋菓子を
製造し，商品化に成功した。

事業概要

●米麹糖化に関する技術支援
●各種成分分析に基づく麹原料製造における技術支援
●試作品のアンケート調査等マーケティング調査支援（知恵
産業融合センター調査費を活用（平成24年度））

産技研の支援内容

バイオ

米麹糖化物を用いた洋菓子開発

商品化した洋菓子
「糀乃菓（KONOKA）」

株式会社辻商店の懐紙マスクキット

小川珈琲株式会社
所 在 地　 京都市右京区西京極北庄境町75番地
電　　話　 075-313-7333
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.oc-ogawa.co. jp/
事業内容　 コーヒーの製造および紅茶，コーヒー器具，輸入食

品，喫茶材料の卸，販売

佐々木酒造株式会社
所 在 地　 京都市上京区日暮通椹木町下ル北伊勢屋町727
電　　話　 075-841-8106
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.jurakudai .com/
事業内容　 清酒製造，販売

株式会社菱六
所 在 地　 京都市東山区松原通大和大路東入二丁目
　　　　　 轆轤町79
電　　話　 075-541-4141
事業内容　 種麹製造，販売

京都市では新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「新しい生活スタイル」の普及を促進しています。

　知恵創出 “目の輝き”認定企業でも，各企業の特色をいかして「新しい生活スタイル」に対応した取組

をされています。

　株式会社辻商店は，懐紙を使って作るマスクのキットを開発し，作り方を動画で紹介されています。

　黄桜株式会社，齊藤酒造株式会社は手指等の消毒に使える高濃度アルコールを開発されました。

　これらの取組は，テレビ番組「京bizX」（KBS京都）や京都市の市民しんぶんでも紹介されました。

認定企業の「新しい生活スタイル」に対応した取組

平成25年度
認定企業

黄桜株式会社（左）及び齊藤酒造（右）の
消毒に使える高濃度アルコール
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その他の成果事例 高分子 金 属 窯 業 製 織 バイオ 表 面 色 染

知 恵

デザイン
各取組を支援した研究チーム等を略称で表しています（研究チームは２ページで紹介）。

知恵産業融合センター（３ページで紹介）

窯 業

金 属窯 業

製 織

所 在 地　 京都府相楽郡精華町精華台7-5-1
電　　話　 0774-66-6440
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.connexxsys.com/
事業内容　 次世代型発蓄電システムの開発，製造，販

売，企画設計，システム・インテグレー
ション

新規ハイブリッド電池を搭載した
高機能蓄電システムの製品化

　種類の異なる複数の電池を「仮想電池
方式」でハイブリッド化した先進電池BIND 
Battery™を搭載した高機能蓄電システム
を開発した。リチウムイオン電池の長寿命
でエネルギー容量が大きいという特性に
加え，鉛電池の過充電エネルギー吸収作
用による極めて高い安全性とマイナス30℃
の環境でも放電可能な優れた低温特性を
有する全く新しい蓄電システムである。

事業概要
● 充放電測定手法等を技術支援
● 戦略的基盤技術高度化支援事業

を共同実施（平成25～27年度）

産技研の支援内容

CONNEXX  SYSTEMS株式会社

所 在 地　 京都市東山区泉湧寺東林町38
電　　話　 075-541-1987
Ｕ Ｒ Ｌ　 https://www.touan.co. jp/
事業内容　 京焼・清水焼の製造，販売

セルロースナノファイバーを活用した
新たな作風の京焼・清水焼の開発
事業概要

● 新たな作風の京焼・清水焼の素地材料の創
出（株式会社陶葊）

● CNFを用いたセラミックス鋳込成形技術の
開発・特許出願（第一工業製薬株式会社）

産技研の支援内容

所 在 地　 京都市南区吉祥院大河原町５
電　　話　 075-323-5911
Ｕ Ｒ Ｌ　 https://www.dks-web.co. jp/
事業内容　 界面活性剤を始めとする各種工業用薬剤の

製造販売

第一工業製薬株式会社

所 在 地　 京都市上京区芦山寺通大宮西入中社町354
電　　話　 075-441-6509
事業内容　 西陣織等の製造

織  竹中

非常用モバイル蓄電システム
（電池容量：4.0kWh）

新たな作風の京焼・清水焼「ゆうはり」

　株式会社陶葊が新しい素地材料を使用
して開発した「透光性」，「艶消し（マット）
感」を特徴とする，新たな作風の京焼・
清水焼に，産技研と第一工業製薬株式会
社が共同開発した，セルロースナノファ
イバー（CNF）を添加剤として用いたセラ
ミックスの鋳込成形技術を活用すること
で，生産時の歩留まりをほぼ100％に高め
ることに成功した。

とう あん

革・ヴェネツィアンビーズ等，多種・多様な素材を活用した
新規織物の開発
事業概要

● ORT 事業（企業研究能力開発事
業）の活用

● 産技研が開発した織機（半自動
手機）を使用した新規織物の試
作品の開発支援

産技研の支援内容
　産技研が開発した半自動手機で，革・
ヴェネツィアンビーズなど繊維とは異な
る素材を使って製織できる技術を確立
し，国内アパレルメーカーとタイアップ
して商品開発を進める。

て　ばた

株式会社陶葊
とうあん

（左）経糸に絹，緯糸に革を使用した生地
（右）経糸に絹，緯糸にビーズ等を使用した生地
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窯 業

窯 業

色 染

所 在 地　 京都市伏見区深草ヲカヤ町23-2
　　　　　 LA FONTE COMPANA
　　　　　 （ラフォンテカンパーナ）１Ｆ
電　　話　 075-606-2836
Ｕ Ｒ Ｌ　 https://kanei-senshoku.co. jp/
事業内容　 染色整理業（京友禅・京小紋）

かね井染織株式会社

　和装市場が縮小を続ける中，従来の型
紙捺染は，広幅生地や洋装テキスタイル
への対応が課題であった。また極薄メッ
シュ生地への両面染は技術的・時間的に
困難である。
　そこで，手捺染装置の導入により広幅
生地に対応し，これを活用した極薄メッ
シュ生地への両面染技術を確立。欧州は
じめ，高級テキスタイル市場への販路開
拓に取り組む。

事業概要
●両面染め技術の確立に向けた捺
染技術指導

●広幅生地に対応した手捺染装置
の実用試験支援

●海外市場に向けての，染色堅牢
度等の消費性能評価

●京都市知恵産業創造事業補助金
を活用（平成25年度）

産技研の支援内容

極薄メッシュ広幅生地の両面染め開発とブランド化

所 在 地　 大阪府堺市堺区匠町１番地
電　　話　 072-282-1221
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.sharp.co. jp/
事業内容　 エレクトロニクス機器，電子部品

シャープ株式会社  CS・環境推進本部
CS・環境技術開発センター

　薄型表示パネル（FPD）使用製品の急速
な普及に伴い，廃棄されるFPDガラスが
急増しているが，その有効なリサイクル
技術は未確立である。FPDガラスは高品
位かつ特徴的な組成の原料であることに
着目し，この廃棄されるFPDガラスをセ
ラミック材料へ有効利用するためのマテ
リアルリサイクル技術を開発することに
成功した。

事業概要
●原料分析，調合，成形，焼成まで
の製造技術支援

●物性・特性評価に基づく試作支援
●知恵産業融合センター研究開発
費を活用（平成24年度）

●独立行政法人科学技術振興機構
（JST）の研究開発費を活用（平成
21年度）

産技研の支援内容

液晶パネル用ガラスのリサイクル技術の開発

　産技研の技術シーズを活用し，新規含鉄
鉱物の特性をいかすため，新たに1350℃
まで焼成可能な高温炉を築造し，鉛を用
いない高化学耐久性を有する金色ラス
ター釉の応用開発を行うことで，茶碗，
酒器，食器，香炉，花器などで市場が求め
ている陶磁器の製品化に成功した。

事業概要
●楽焼釉薬の含鉄新原料の開発
●含鉄釉の釉薬データベースの活用
●高温焼成技術に係るアドバイス
●高化学耐久性等の試験評価
●京都市知恵産業創造事業補助金
を活用（平成25年度）

産技研の支援内容

金色ラスター釉を用いた無鉛京焼・清水焼の製品化

所 在 地　 京都市東山区今熊野日吉町19-2
電　　話　 075-561-6679
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.chikuhogama.com/
事業内容　 京焼・清水焼の陶磁器製造，卸販売等

昭和製陶有限会社

両面染めを施した極薄
メッシュ広幅生地

（左）リサイクル後のセラミック材料
（右）セラミック材料への着色例

無鉛金色ラスター釉を用いた器
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窯 業

知 恵

所 在 地　 京都市中京区壬生高樋町39
電　　話　 075-311-7678
Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.teradayakusen.co. jp/
事業内容　 試薬，化成品，無機顔料，金属酸化物の製

造，販売及びそれらの受託製造，研究開発

新たな化学技術で製造した「ベンガラ」顔料の
新用途展開に向けた技術

　陶磁器業界で古くから使われていた「ベ
ンガラ（明るい橙色系）」顔料は製造過程
で有害ガスを発生するため製造が中止さ
れた。産技研や大学の技術を基に，有害
物質を生成することなく，高彩色赤色「ベ
ンガラ」顔料を製造することに成功した。
陶磁器業界だけでなく，内装塗料，化粧
品等への新用途展開を目指した取組を進
めている。

事業概要
●高彩色赤色ベンガラ顔料製造に
係る技術支援

●高彩色赤色「ベンガラ」顔料を
用いた陶磁器への試作支援

●京都市知恵産業創造支援事業補
助金を活用（平成24年度）

産技研の支援内容

　西陣織の伝統的製織技術と錯視画像作
成技術を融合し，地紋に図柄が浮き出る
模様のきもの，織額を試作した。
　この技術を活用して，織額を中心に首
都圏や海外に向けての商品化を目指し取
組を進めている。

事業概要
●錯視画像のメカニズムの解明
●錯視画像作成技術を活用した汎
用的な錯視画像作成，ソフトウェ
アの開発

●織機に設定する紋紙データの作
成支援

●知恵産業融合センター研究開発
費を活用（平成24年度）

産技研の支援内容

寺田薬泉工業株式会社

所 在 地　 京都市北区紫野東藤ノ森町２
電　　話　 075-441-8518
Ｕ Ｒ Ｌ　 https:// j isakuworks.com/
事業内容　 平箔（引箔）製造

西山治作商店

　引箔とは，和紙に加飾して金銀箔など
で模様をつけた後，裁断したものを帯な
どに織り込む西陣織の技法である。
　この引箔の豊富な意匠，高度な加工技
術に着目し，引箔を裁断せずにそのまま
の模様をいかした加飾材「箔面」として
製品化した。

事業概要
●引箔を裁断せず，新たな加飾材
「箔面」（商標登録済）として製品
化するための全面支援

●京都市知恵産業創造事業補助金
を活用（平成25年度）

●箔面で加飾したスマートフォン
ケース，ゴルフアイアンの製品
化に向けた技術支援

産技研の支援内容

高彩色赤色「ベンガラ」顔料を
用いた上絵具

箔面で加飾した
スマートフォンケース

加飾したアイアン
ヘッドの試作品

所 在 地　 京都市上京区笹屋町通六軒町西入笹屋
　　　　　 ５丁目311番地
電　　話　 075-462-3030
事業内容　 西陣織製造・卸

宮階織物株式会社

錯視を利用した３Ｄ風柄表現のきもの，織額の試作 製 織

地紋に浮世絵が出るきもの

「箔面」の加飾材としての製品化及び販路展開
はくおもて
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産技研のご利用方法

http://tc-kyoto.or.jp/

産技研ホームページの右サイドにある「メルマガ登録」
バナーをクリックして，登録してください。

登録用紙をご用意していますので，産技研の受付で担
当者に申し出てください。

ホームページからの登録

窓口での登録

SNSで産技研の情報を発信中メールマガジン 会員募集中

タイムリーな情報を発信します。登録は無料ですので，
是非ご利用ください。

【代表】TEL: 075-326-6100
【総合相談窓口】 TEL: 075-326-6133

アクセス

受付時間

公共交通機関

■ＪＲ
■市バス 32, 43, 73, 75, 80 系統

「市立病院前」下車　東へ徒歩約 4 分
「京都リサーチパーク前」下車　西へ徒歩約 6 分
「西大路五条」下車　東へ徒歩約 8 分

嵯峨野線 丹波口駅下車　西へ徒歩約 8 分

※依頼試験・技術相談でお越しの方には，お帰りの際に
　受付で最大１時間分の無料駐車券をお渡しいたします。

■駐車場 有（有料）
京都リサーチパーク西屋外駐車場等をご利用ください。

■駐輪場 有（無料）
産技研南側  専用駐輪場をご利用ください。

この冊子に記載の内容については，知恵産業融合センターまでお気軽にお問い合わせください。
ＴＥＬ：075-326-6100（代表）　Mail：info_chie@tc-kyoto.or.jp

車・自転車でお越しの方

相談や依頼試験分析
などの内容をお伺いして
担当チームを
ご案内いたします。

●次回以降は，カードをご提示
　いただくと簡単に受付が完了し，
　担当研究員の部署にご案内できます。

■開所日
月曜日～金曜日

（土曜・日曜・国民の祝日，
  年末年始

（12月29日～1月3日）を除く）

■開所時間
午前 8 時 30 分～午後 5 時

（正午～午後 1 時を除く）

ご
利
用
の
流
れ

初めての利用の場合は
受付カードを
発行いたします。

担当がお分かりの方は従来どおりお申し出ください。

問い合わせ先

産技研
１階受付窓口にて
ご用件をお伝えください。

まずはお電話を。事前にご要望などをお伺いいたします。

ＪＲ東海道本線

西院 阪急京都線

京都リサーチ
パーク前

市立病院前

西大路
五条

四条通

七条通

大宮 烏丸

五条

四条

Ｊ
Ｒ
嵯
峨
野
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Ｒ
嵯
峨
野
線

地
下
鉄
烏
丸
線

西
大
路
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御
前
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七
本
松
通 大

宮
通

堀
川
通

近
鉄

京
都
線

丹
波
口
駅

梅
小
路
京
都
西
駅

五条通五条通

京都市産業
技術研究所

９号館 工
事
中Ｐ

東地区東地区

西地区西地区 京都リサーチ
パーク
京都リサーチ
パーク

烏
丸
通

烏
丸
通

西大路駅

ＪＲ京都駅

（令和２年10月31日現在）

産技研
Facebook

ninaete
ツイッター

産技研の「今」を伝えます

伝統産業の担い手情報です

問合せ一覧



http://tc-kyoto.or.jp/

令和２年11月発行

〒600-8815  
京都市下京区中堂寺粟田町91 京都リサーチパーク9号館南棟
TEL. 075-326-6100　FAX. 075-326-6200
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