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京都府木津川市兜台6-6-4
https://www.sekisuihouse.co.jp/company/rd/institute/

TEL.0774-73-1111

積水ハウス独自の建築技術の開発や住宅の性能評価、生活提案などを行う「技術
研究部門」と、生活者の体験を通じて理想の住まいのあり方にアプローチする「納
得工房」・「Tomorrow's Life Museum 関西」の体験型施設を擁する、住まいと暮
らしの最前線研究所です。

建築技術　生活提案　研究開発　性能評価　体験型施設

建設

積水ハウス株式会社　総合住宅研究所
平城・相楽地区

京都府木津川市相楽台3丁目1番地1
https://www.kinden.co.jp/

TEL.0774-73-0730

関西電力グループの電気工事会社として電力安定供給の一翼を担うとともに、ビル
や工場などの優れた設備とサービスの創造に努め、社会への貢献と「エネルギー」「環
境」「情報」を三本柱とする総合設備工事会社としての事業の発展を目指しています。

電気設備　情報通信設備　空調・衛生設備　内装設備

建設

株式会社きんでん　京都研究所
平城・相楽地区

奈良県奈良市左京6丁目6番地2

https://www.daiwahouse.co.jp/lab/
TEL.0742-70-2111

より良い暮らしの実現と未来の社会課題解決のため、生活や建築に関わる
様々な研究を行っています。併設の見学施設もございます（要予約。コロナ感
染状況により休止する場合がございます）。

建設エネルギー　環境　福祉　街づくり

大和ハウス工業株式会社　総合技術研究所
建設 平城・相楽地区

京都府相楽郡精華町光台3丁目2番地16

https://genuinerd.com/
TEL.0774-94-5121

私達は植物・動物・食品残渣など天然物から、新規成分を発見し化粧品や機能
性食品原料として展開する研究を行っております。
また、GMP対応サプリメント工場を持ち、食品や化粧品のコーディネイトから
受託製造も行っております。

食品

株式会社ジェヌインアールアンドディー
精華・西木津地区

京都府相楽郡精華町精華台9丁自1番17号 京都府木津川市城山台2-2-4

https://www.orientalbakery.co.jp/ http://www.tea-nishimura.co.jp/
TEL.0774-98-6226 TEL.0774-34-4112

業務用製パンメーカーとして、関西でNO1のシェアを頂いております。近年
は、関東にも進出し、日本一の業務用製パンメーカーを目指しております。

国際規格レベルの食品衛生と品質管理で、全国の茶業界はじめ食の生産者の
皆様をサポートし、日本が誇る世界ブランドをここから創出してまいります。

機能性食品　衛生　アスリート　ロボティクス　業務用パン

抹茶　緑茶　機能性食品　健康

京都府相楽郡精華町精華台8丁目1-1
https://www.suntory.co.jp/company/research/swr/

TEL.0774-66-1110(代表)

サントリーグループの基礎研究、技術開発の機能を集約した研究開発拠点（2015
年5月竣工）です。安全性科学センター、健康科学研究所、サントリーグローバルイノ
ベーションセンター、（公財）サントリー生命科学財団などが入居し、「美味しさ」「健
康」「水・花・環境」といった領域で世界最先端の研究に取り組んでいます。

食品

サントリー ワールド リサーチセンター
精華・西木津地区

美味しさ　健康　花　水　環境

食品 食品

株式会社オリエンタルベーカリー　京都工場 京香食品株式会社
株式会社西村幸太郎商店　城山台工場

精華・西木津地区 精華・西木津地区

京都府木津川市梅美台8丁目1番2号
https://www.kyoeiseicha.co.jp/

TEL.0774-73-0006

創業から180年以上にわたり、抹茶などの緑茶を中心に、紅茶・コーヒー等の
製造・販売を行っています。当センターでは、最新鋭の製造設備を導入して製
品の安定供給に取り組んでいます。また、高付加価値な緑茶商品創りを目指し
て研究開発を行っています。

機能性食品　緑茶

食品

共栄製茶株式会社　京都テクノセンター
木津地区

京都府木津川市木津川台9丁目5-5
https://spread.co.jp/

TEL.075-326-3850

世界初の大規模自動化植物工場。天候に左右されず、毎日3トン
の高品質なレタスを生産。併設のR&D施設では栽培技術やIoT・
AI技術などを開発しています。

アグリテック　ロボティクス・IoT活用　サステナブル農業　
フードテック　GLOBALG.A.P.認証

株式会社スプレッド　テクノファームけいはんな

精華・西木津地区農林・水産

植物工場野菜ブランド
『ベジタス』

農林・水産

立地施設の紹介
建設 食品 紙・印刷

化学・化学製品 医薬品 プラスチック ゴム・ゴム製品
ガラス・土石製品 鉄鋼・非鉄金属 金属製品 機械
電気機器 輸送用機器 精密・医療機器 その他の製造業
情報・通信 商業 金融・保険 官庁・地方自治体
大学・教育機関 研究機関 文化施設・公園 サービス業

京都府木津川市州見台8-3

http://www.japan-juice.co.jp/
TEL.0774-72-2366

日本全国より取り寄せた果物の加工、ならびに新製品の開発を行っています。
「美味しいものを食べ続けたい」という経営理念のもと、農業の活性に貢献し
産地に必要とされる企業を目指しています。

食品

株式会社日本果汁　京都南センター
木津地区

農業活性　商品開発　果物
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大阪府枚方市津田山手2丁目2番1号

http://www.boulmich.co.jp
TEL.072-897-1160

菓子商品開発製造販売

食品

株式会社ブールミッシュ　枚方研究工場
氷室・津田地区

京都府木津川市相楽台3-1-1

https://cha.fukujuen.com/
TEL.0774-73-1200

当パークは、茶を通じた「人と人」「人と文化」「文化と文化」の出会いの場です。
世界の人々に愛され親しまれ続ける茶(CHA)に、より深く関わり親しんでいた
だけます。緑豊かな茶園と体験、見学の施設をお楽しみください。

茶　文化　体験　観光　研究

食品

福寿園CHA遊学パーク
平城・相楽地区

京都府相楽郡精華町光台1丁目2番地20
https://www.adpack.jp/

TEL.0774-66-1911

錆（さび）でお困りではありませんか。
国内外を含め約5,500社に登る納入実績のある気化性防錆紙adpackを製
造・販売しております。錆（さび）について当社の防錆管理士にご相談下さい。

さびを防ぐ　作業環境改善　脱プラ　気化性防錆紙
防錆油不要（さび止め）

化学・化学製品

アドコート株式会社
精華・西木津地区

京都府相楽郡精華町光台1丁目2番地5

https://www.technoble.co.jp/
TEL.0774-98-1001

1961年の創業以来、機能性化粧品素材の研究開発と製造販売を行っていま
す。研究開発主導型企業を社是とし、世界中の人々の美に貢献することを目指
して開発した、安心・安全で、独自性に富んだ高品質の機能性化粧品素材は、
国内のみならず国際的な化粧品市場から高い評価を頂いております。

化粧品　医薬部外品　機能性原料　研究開発　安心と安全

化学・化学製品

株式会社テクノーブル　サイエンスパーク京都
精華・西木津地区

京都府相楽郡精華町光台一丁目５番４

https://www.nj-chem.co.jp/
TEL.0774-98-3111

創業100周年を機に、更なる成長を実現する拠点として設けた研究所です。水
素化技術など独自技術に磨きをかけるとともに、多様なパートナーとの共創を
通じて、社会の発展に貢献する化学素材を提供してまいります。

もの創り　	化学　潤滑油　プラスチック・コーティング材料　研究開発

化学・化学製品

新日本理化株式会社　京都R&Dセンター
精華・西木津地区

大阪府枚方市津田山手2丁目4番1号
https://cathy.co.jp/

TEL.072-896-1001

高機能と安全性の高いものづくりをモットーに、化粧品・医薬部外品製剤ならび
に新技術の開発とその製造を行っている研究・生産拠点です。創業以来70年間
大切にしてきた「美しい素肌づくり」を求めて更なる新素材・新技術の開発と高品
質の商品づくりを目指しております。

化学・化学製品

香椎化学工業株式会社
カシーテクニカルセンター

氷室・津田地区

京都府相楽郡精華町光台1丁目2-1

https://www.seirogan.co.jp/
TEL.0774-98-2710

1964年設立。一般用医薬品等の製造販売を行う。主力商品は胃腸薬「正露丸」
シリーズ、および二酸化塩素を用いた衛生管理製品「クレベリン」シリーズ。京
都工場・研究開発センターでは、医薬品および二酸化塩素や自社製品について
の安全性や有効性についての研究、新製品の開発や既存製品の改良、性能実
証等の業務を行なっている。

医薬品

大幸薬品株式会社　京都工場・研究開発センター

精華・西木津地区

奈良県生駒市高山町8916-16

https://www.santen.co.jp/ja/
TEL.0743-79-4520

眼科領域における最先端の研究開発活動を担うため、1996年に開所しまし
た。その後、施設を拡充して、医薬品開発に必要な機能の統合を行い研究開発
の中枢としての陣営を整えました。

眼科　研究開発　People	Centricity　グローバル展開

医薬品

Santen　奈良研究開発センター
高山地区

京都府木津川市州見台6丁目5番地4

https://www.rohto.co.jp/
TEL.0774-71-8770

ヘルスケア&ビューティーケア分野における基盤技術強化・「再
生医療」という最先端技術への取り組み・アンチエイジングや予
防領域への取り組み・国内研究者との共同研究の推進等に取り
組んでおります。

ヘルスケア　化粧品　再生医療　機能性食品　グローバル

医薬品

ロート製薬株式会社　ロートリサーチビレッジ京都

木津地区

大阪府枚方市津田山手二丁目11番1号

https://www.jintan.co.jp/
TEL.072-800-1040

新素材の研究やカプセルの新製品開発を中心に行う研究開
発の中枢として、実験室や研究設備を備えると同時に、仁丹
の製造、自社製品の充填・包装なども行う基幹工場です。

仁丹　ヘルスケア　医薬品開発　カプセル技術　生薬研究

食品

森下仁丹株式会社　大阪テクノセンター
氷室・津田地区

シームレスカプセル
京都府木津川市州見台6丁目3番地1
https://www.asahi-pp.co.jp/

TEL.0774-75-1911	(代)

当社は医薬品および化粧品向け印刷・包装資材の製造・販売を行っています。京都クリエイティ
ブパークでは、お客様に新たな付加価値を提供する新製品、それを実現する技術や生産方法など
の研究開発を行っています。医薬品および化粧品パッケージの製造拠点としても機能し、西日本
エリアへのより迅速な供給を可能としています。また最新の生産ラインと生産管理システム、セ
キュリティシステムの導入によって、より高品質な製造環境を実現しています。

パッケージ　ラベル　添付文書　医薬品　化粧品

朝日印刷株式会社　京都クリエイティブパーク
紙・印刷 木津地区

高級美粧パッケージ印刷　化粧品・医薬品
サステナブル　グローバルネットワーク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

想いに寄り添うものづくり

奈良県生駒市高山町8916-15
https://www.ue6.jp/

TEL.0743-71-3039

「お客様視点に立った新しいものづくり」を経営の根幹に置き、信頼性
の高い商品・サービスをご提供すべく全力を尽くしております。私たち
の原点は、感謝の心と謙虚な姿勢です。お客様と生活者の想いが私た
ちを進化させ、地球からは資材という恵みを受け取ってきました。サス
テナブル社会の構築は今や世界共通の願いであり、謙虚な姿勢で、お
客様と社会の課題解決に臨んでいきたいと考えております。

上六印刷株式会社
紙・印刷 高山地区

環境に配慮した
紙立体成型パッケージ
（パルプモウルド）
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京都府相楽郡精華町光台3丁目2番地3

http://www.sohraku.com/
TEL.0774-95-1808

超硬合金を主とした耐摩耗用各種金型・工具の設計・製造・販売と関連技術の
研究・開発

伸線ダイス　引抜ダイス　放電加工　精密金型　超硬製品

相楽工業株式会社
鉄鋼・非鉄金属 精華・西木津地区

京都府木津川市州見台8丁目2番地1
http://kyoto-press.co.jp/

TEL.0774-72-3551

当社はプレス金型設計製作、プレス部品の製作だけでなく金属加工技術を生
かして、切削・機械加工品も製作しています。又 鉄・非鉄を問わず金属であれ
ば、試作から量産品迄 品質向上、価格低減を目指し、新しい加工技術を常に追
求しています。

金属加工　プレス　精密板金　切削

京都プレス工業株式会社
金属製品 木津地区

大阪府枚方市津田山手2丁目18番1号

https://www.askk.co.jp/
TEL.072-808-5555

金属・樹脂の米粒から手のひらサイズの試作部品、多品種少量部品を完全オー
ダーメイドかつ超短納期でお届けします。約60台の多種多様な加工設備、多
数の国家検定1級技能士が在籍。

試作部品　多品種少量　オーダーメイド　短納期　5軸加工

株式会社アスク
金属製品 氷室・津田地区

京都府木津川市州見台6丁目5番地1号

https://www.tatsuta.co.jp/
TEL.0774-66-5550

急速に変化する機能性材料市場において、お客様のニーズを的確に把握するとともに、
時代のシーズを探求し続けるため、研究開発の核となる「Research Laboratory」と「機
能性フィルム工場」を併設しています。鋭意開発した新製品を即座に生産できる体制に
より、更なる先端領域商品のトップシェアサプライヤーを目指しています。

機能性フィルム　機能性ペースト　医療機器部材　ファインワイヤ
タツタ電線株式会社　タツタテクニカルセンター

木津地区鉄鋼・非鉄金属

大阪府枚方市津田山手2丁目19番1号

http://www.kitamura-iron.co.jp
TEL.072-808-5811

舶用ディーゼルエンジンの部品、建設機械、油圧機器部品等、各種機械部品等
の材料鎔断、製缶から機械加工までの製造を行っております。

株式会社キタムラ
金属製品 氷室・津田地区

京都府木津川市州見台7丁目30番地1
http://www.kk-mizuho.jp

TEL.0774-66-1141

1930年創業以来精密加工用砥石の製造・販売・開発しております。ミズホテクニ
カルラボでは、更なる高精度、高能率化のニーズに応えるため、微粒ダイヤモンド
砥石やCBN研削砥石を開発、性能実証を行っております。最近では加工物表面
粗さをナノレベル以下を目指して研究開発に取り組んでおります。

精密加工砥石　超仕上げ砥石　研削砥石　ホーニング砥石
精密微細加工

株式会社ミズホ　ミズホテクニカルラボ
木津地区ガラス・土石製品

SHAVE
ホイール

大阪府枚方市津田山手2丁目3番1号

http://www.kawachikinzoku.co.jp
TEL.072-808-3331

精密な切削加工品を最新のマシンで1個の試作から量産まで幅広く対応でき
る生産体制を整えています。

精密加工　試作開発支援　ロット生産　ベトナム工場

株式会社河内金属製作所
金属製品 氷室・津田地区

大阪府枚方市津田山手2丁目2番20号
https://www.uedaindustry.co.jp/

TEL.072-808-3800

自転車部品、弱電部品、建築部品及びあらゆる部品のプレ
ス加工、金型設計製作に取り組んでいます。製品を手にする
人々へ喜びと感動を伝えるために、技術の壁を破り、心に響
くものづくりを追及して参ります。

植田工業株式会社
金属プレス加工　金型設計　金型製作

金属製品 氷室・津田地区

京都府相楽郡精華町精華台9丁目1番地13

https://www.meiwa-rubber.co.jp/
TEL.0774-95-2000

これまで西日本での生産を担ってきた大阪工場に代わる新たな拠点として建
設したもので、最新の研究開発部門と生産部門を融合させた西日本での新し
い活動拠点です。総合ゴムロールメーカーとしてかけがえのない地球環境を
次世代に継承する為、継続的な環境保全と環境に配慮した製品開発を行い社
会に貢献します。

ゴム・ゴム製品

明和ゴム工業株式会社　京都生産技術センター
精華・西木津地区

京都府相楽郡精華町光台1丁目2番地6

https://www.naigai-kasei.jp/
TEL.0774-98-2111

時代のニーズに対応したクリーンセーフティな医薬品用プラスチック製品を製
造し、安定供給することで、医療を支える力となり、生命のパイプラインとして
の役割を果たし続けています。

医療　クリーン　自動化　成形　プラスチック

プラスチック

内外化成株式会社　京都工場研究開発センター

精華・西木津地区

京都府相楽郡精華町光台1丁目2番地9
https://sunpla.co.jp

TEL.0774-39-8201

最先端機器を駆使し、先進のIML:インモールドラベリン
グシステム技術を用いて、高機能ディスポーザブル食品容
器の研究開発と生産を行い、「利便性を確保しつつ、環境
に配慮した容器の開発」を行う研究・開発拠点

IML　食品容器　軽量化　環境　インジェクション成形
eco-friendly

プラスチック

サンシード株式会社
精華・西木津地区

IML容器
京都府相楽郡精華町光台1丁目2番地11
http://www.atecs-corp.co.jp/

TEL.0774-98-2780

「プラスチックで芸術を創造する」ことをコンセプトとし、高機能樹脂と金属、異
種材料をインサート成形で一体化した複合製品を製造しており、産業・車載・民
生機器用パッケージに多く採用されています。特に、エコカーのEV、HV、PHV、
FCVなどの車載用インバータ部品、充電器の開発と製造に注力しています。

プラスチック

株式会社アテックス　京都事業所
生産研究開発センター

精華・西木津地区
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大阪府枚方市津田山手2丁目9番30号
http://www.sakamoto-seiki.co.jp/pc/

TEL.072-858-5001

給湯器、ガスコンロ、石油ストーブ、浴室等の内部配管の
部材調達、端末加工、曲げ、継手溶接、漏れ検査、梱包出荷
素材：銅、ステンレス、鉄、アルミ、真鍮、他

金属パイプ加工　給湯器内部配管　ガスコンロ内部配管
浴室用配管　石油機器内部配管

坂本精器株式会社
金属製品 氷室・津田地区

パイプの加工事例

京都府相楽郡精華町光台3丁目7番地4

https://www.technoflex.co.jp/
TEL.0774-98-2700

フレキシブルホース及び伸縮管継手

株式会社テクノフレックス　京都研究所
金属製品 精華・西木津地区

京都府相楽郡精華町光台3丁目2番地9

https://www.takayosi.co.jp/
TEL.0774-98-2617

精密加工、受託加工、精密機械加工部品・微細加工部品
の開発・製造(設計から組み立てまで)

髙由金属株式会社
金属製品 精華・西木津地区

奈良県生駒市高山町8916番11

http://www.ashida-mfg.co.jp/
TEL.0743-72-3355

航空機などに用いられる炭素繊維複合材(CFRP)の成形技術・装置の開発及
びCFRP成形用オートクレーブの製造を行います。
また、様々な業界向けの熱処理装置の開発・設計・製作を行います。

株式会社芦田製作所　本社工場
機械 高山地区

京都府相楽郡精華町光台3丁目2番地26

https://www.wist.co.jp/
TEL.0774-98-6767 協働ロボットパレタイザ

洗瓶機、充填機、キャッパー、充填包装ライン、ロボットシス
テム、自動化省力化装置、オリジナルロボット、モーション&
通信機器等の開発、設計製作

自動化省力化装置　オリジナルロボット　マイコン制御機器等の開発
ロボットシステム　生産機械の開発

株式会社ウイスト
機械 精華・西木津地区

京都府相楽郡精華町光台3丁目2番地6

http://kowaindustry.com/
TEL.0774-98-2170

繊維、フィルム、紙、食品関連の乾燥装置設計製作販売

株式会社広和工業
機械 精華・西木津地区

京都府相楽郡精華町精華台9丁目1番15
https://www.molitec.co.jp/

TEL.0774-95-0125

当社は、『はがね』を通してお客さまに価値を提案し、社会に貢献しています。当センター

では、プレス加工、バネ加工、熱処理加工などの当社のコア技術を組合せて新製品・新技

術の開発をしています。また、製造部門で使用する金型の開発や製造も行っています。

焼入れ鋼帯　鈑金加工部品　開発製品　室内物干し器　
EV/PHEV用自動巻き取り式普通充電スタンド

モリテックスチール株式会社　けいはんなR&Dセンター

金属製品 精華・西木津地区

充電スタンド 
MEVS-06

大阪府枚方市津田山手2丁目9番3号
https://www.shimakawa.co.jp/

TEL.072-808-3055

工業用の乾燥機、熱処理炉、排気ガス浄化装置(脱臭装置)、
酸化エチレンガス浄化装置、JIS熱衝撃試験装置の研究、設
計から製作まで、一貫して行なっている本社工場です。
各種オーダーメイドに対応できます。

ＶＯＣ処理　熱　乾燥　オーダーメイド　電池材料

株式会社島川製作所
機械 氷室・津田地区

京都府相楽郡精華町精華台7丁目4番地3
http:/www.inoue-seisakusyo.co.jp

TEL.0774-95-9055

病院や高齢者施設等における食事提供用の再加熱カート・温冷配膳車の製
造・販売を行っています。付加価値を高めた製品は高いリピート率を誇り、『食
の安心安全』を通じた社会貢献を目指します。

株式会社井上製作所
機械 精華・西木津地区

病院・高齢者施設　再加熱カート　温冷配膳車
食の安心安全　人手不足解消

京都府相楽郡精華町光台3丁目2番地25
http://www.gnes.co.jp

TEL.0774-95-9701

航空宇宙機器・鉄道車両・自動車等の非破壊検査・超音波探
傷用オフライン検査器・インラインシステムの受託開発・製
造販売、および部品・素材等の受託試験

非破壊検査　超音波探傷　空中超音波探傷　
受託試験　弾性率内耗測定

株式会社ジーネス
機械 精華・西木津地区

新幹線中ぐり車軸深傷器

京都府木津川市州見台6丁目4番地
http://www.manyo-tools.co.jp

TEL.0774-66-4246

自動車、単車、造船、航空機、工作機械等の多種多様な
部品の加工に使用するツールホルダーのメーカーです。
他社規格に無い製品を独自の技術で開発、製造してい
ます。

精密加工　ツールホルダー

精密加工　受託加工

マンヨーツール株式会社
金属製品 木津地区

京都府相楽郡精華町精華台9丁目1-11
https://www.sew-eurodrive.co.jp/top.html

TEL.0774-98-2750

当社は減速機メーカーとして世界の伝動機市場をリードするSEWブランドの日本現地
法人です。SEWは世界51ヵ国に組立工場を配置し、独自のモジュールシステムによる
幅広い減速機を有するギヤードモーターシェアNo.1のリーディングカンパニーです。
製造工程の集約化と組立工程の分散化により、高い品質を世界各地で実現しています。

減速機　モータ　ギヤモータ　SEW　インダストリアルギヤ

SEW-オイロドライブ・ジャパン株式会社　京都工場

機械 精華・西木津地区

ロボットの関節部品

真空乾燥機
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京都府相楽郡精華町光台3丁目9-1

https://www.nidec.com/jp/
TEL.0774-81-1111

ニデックグループの成長を加速するための、ものづくり基盤の強化と、大学、研
究機関、企業とのネットワークによる、先端技術取り組みのオープンイノベー
ションを推進します。

ニデック株式会社　生産技術研究所
電気機器 精華・西木津地区

京都府木津川市州見台8丁目2番地3
https://www.m-system.co.jp/

TEL.0774-75-1172

当センターでは、新製品だけでなく、改良等によって発生する設計変更品など、製品全
機種の形式試験を行っています。電波暗室をはじめ、90項目におよぶ試験設備を備え、
次世代の自動制御に役立つ製品の信頼性向上に取り組んでいます。

産業用電子機器　信頼性試験　電波暗室　振動検査装置

株式会社エム・システム技研
京都テクノセンター・京都商品センター

電気機器 木津地区

奈良県生駒市高山町8916-18
TEL.0743-70-1651

プレス・プラスチック金等の生産・研究設計開発。建築物屋内配線をはじめ、電気
自動車、LED照明、ソーラーパネル等で使用される接続用電気部品を製造する。

株式会社Burley Plus
電気機器 高山地区

京都府相楽郡精華町光台3丁目5番地3

https://www.kyocera.co.jp/
TEL.0774-95-2121

人と社会の明るい未来（情報通信、自動車関連、環境・エネルギー、医療・ヘル
スケア分野）の実現を目指し、分析、数値解析技術を基盤に材料、デバイスなど
新たな価値の創造に取組んでいます。

京セラ株式会社　けいはんなリサーチセンター
電気機器 精華・西木津地区

京都府相楽郡精華町光台2丁目1-4
http://www.hiraidenkeiki.co.jp/

TEL.0774-98-0087

創立100年の国内唯一の計器用変成器専門メーカー。令和3年11月、一般社団
法人日本電気協会主催の澁澤賞を電力会社や開閉器メーカーなどと共同受賞。

計器用変成器　計器用変圧器　変流器　
高圧操作用変圧器　零相変流器　

ヒラヰ電計機株式会社　令和けいはんな事業所
電気機器 精華・西木津地区

京都府木津川市木津川台9丁目1
https://www.omron.co.jp/

TEL.0774-74-2000

オムロンのコア技術「Sensing & Control ＋Think」をベースに、革新技術に
より社会的課題を解決することで、人の可能性を広げ、人がもっと活躍できる
未来を創ることを目指しています。

ロボティクス　AI　センシング　ヘルスケア　エネルギーマネジメント

オムロン株式会社
京阪奈イノベーションセンタ

電気機器 精華・西木津地区

奈良県奈良市左京6丁目5番地7

https://www.icom.co.jp/
TEL.0742-71-2911

弊社が製造販売する無線機及び無線応用機器の研究開発、各種無線通信方式
の研究開発、デジタル通信システムの研究開発、無線応用システムの研究開発
を行っています。

アマチュア無線　業務用無線　海上通信　衛星通信
IPトランシーバ

アイコム株式会社　ならやま研究所
電気機器 平城・相楽地区

京都府木津川市梅美台8丁目1番24
https://www.hirano-tec.co.jp/

TEL.0774-46-8715

熱と風を追求し、最先端の価値ある技術を創出する産業機械メーカーです。
当施設では加速度的に変化していく市場ニーズに対応する最先端メカトロニ
クス技術の研究、及び当社が造る機械の心臓部となる部分の内製化と高精度
化、並びに新装置の開発を行っています。

コーティング　リチウムイオン電池　5G　フィルム加工　産業機械

株式会社ヒラノテクシード　木津川工場
機械 木津地区

大阪府枚方市津田山手2丁目1番1号
https://yoshiizumi.com/

TEL.072-808-3003

「様々な食材をより合理的に、より美しく切る」をテーマに各
種フードスライサーを開発し販売しています。また近年は、
前処理・洗浄・脱水など食品加工に必要な加工機械の開発に
も力を入れ、システムとしても提案しています。

食品加工機械　スライサー　洗浄機

吉泉産業株式会社
機械 氷室・津田地区

定貫切り身スライサー
『スーパー魚やさん』

京都府木津川市相楽台9丁目1番
https://www.hitachizosen.co.jp

TEL.0774-71-8745

持続可能で安全・安心な社会の実現に貢献するソリューションパートナーを目
指し、当事業所では水処理技術の開発拠点として、快適な水環境創造に取り組
んでいます。

環境　用廃水処理　廃棄物処理　上下水処理

日立造船株式会社　けいはんな事業所
環境事業本部　開発センター

機械 平城・相楽地区

奈良県奈良市左京6丁目5-2

https://shin-jigen.co.jp/
TEL.0742-70-6375

ロボティクスにもとづく人間拡張・人間扶助のテクノロジーを
駆使して、新次元のプロダクトやサービスをカタチにしてイノ
ベーションをおこします。

株式会社SHIN-JIGEN 
電気機器 平城・相楽地区

ロボティクス　人間拡張　人間扶助　テクノロジー　ウェルビーイング

京都府相楽郡精華町精華台7丁目4番地6

https://www.dynamictools.co.jp/
TEL.0774-98-0518

自動車部品、航空機部品、医療用部品等の超精密加工
向け機械要素ならびに環境対策機器の商品開発に重点
をおき、研究ならびに国内・海外輸出販売

工作機械　機械要素　自動車部品
医療用部品　環境対策

ダイナミックツール株式会社

医療用部品加工向け
ＵＶ硬化式接着剤

「ブルーフォトン」

機械 精華・西木津地区
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大阪府枚方市津田山手2丁目7番1号

https://www.shinwapm.co.jp/
TEL.072-808-5111

当社は、精密油圧・舶用ディーゼルエンジン部品の機械加工および組立を主に
製造。「品質第ー」を軸にお客様の信用・信頼・満足度をテーマに掲げ、高付加
価値製品を創造できる管理体制の下、更なる成長・発展のため、ベトナム工場
を立ち上げました。

精密加工　建機・油圧部品　舶用ディーゼルエンジン部品

株式会社伸和製作所
輸送用機器 氷室・津田地区

京都府木津川市梅美台8丁目2-1
https://www.seiwa-oj.co.jp/

TEL.0774-74-8573〜4

木津川ECTセンターでは、建設機械・農業機械各メーカーのバッテリー用ケー
ブルの製造を行っております。
独自の技術を持って、多品種小ロットに対応した生産方法により、高品質、高
性能、確実な納期を実現し、各メーカー様より高い評価を頂いております。

車輛用電装品　バッテリーケーブル　多品種小ロット　ものづくり

清和工業株式会社　木津川ECTセンター
輸送用機器 木津地区

京都府相楽郡精華町光台3丁目7番地1

https://www.will-mfg.com/
TEL.0774-95-3931

微細電子部品(半導体用検査プローブ)、微細医療部品の開発・製造

半導体　電子部品　微細加工　精密部品　旋盤加工

株式会社ウィル
精密・医療機器 精華・西木津地区　木津地区

京都府相楽郡精華町光台3丁目2番地30

https://ec-frontier.co.jp/
TEL.0774-39-8299

電気化学分野の計測機器および反応セル・電極の製造販売および電気化学を
応用した分析装置の研究開発

電気化学　分析装置

株式会社イーシーフロンティア
精密・医療機器 精華・西木津地区

大阪府枚方市津田山手2丁目8番1号
http://www.takazono.co.jp

TEL.072-808-0200

当社は国内トップクラスの医薬品分包機メーカーとして国内・海外市場へ製品供給を
行っています。当事業所はタカゾノグループの研究開発部門として活動し、医療機器・
関連機器のハードウェア・ソフトウェアの開発を行っています。

研究開発　分包機　薬科機器　医療機器　調剤

株式会社タカゾノ
株式会社タカゾノテクノロジー

精密・医療機器 氷室・津田地区

京都府相楽郡精華町光台3丁目7番2号

http://www.ichiguchi.co.jp/
TEL.0774-94-9021

研磨布、不織布研磨材、ダイヤ研磨布等を加工した研磨工具の研究開発・製造
を行っています。

研磨　研削

株式会社イチグチ
その他の製造業 精華・西木津地区

京都府相楽郡精華町精華台8丁目1番地5
http://www.angelplayingcards.com

TEL.0774-98-6055

エンゼルが生み出した数々の「世界初」や「オンリーワン」。それらは、いまや
ゲーミング業界の「標準」となり、お客さまに、ゲームを楽しむ人々に、新しい価
値をもたらしています。

グローバル　トランプ

エンゼルプレイングカード製造京都株式会社
関西学研工場　研究開発センター

その他の製造業 精華・西木津地区

京都府相楽郡精華町精華台9丁目1番地3

http://www.kps-k.co.jp
TEL.0774-39-7021

機器組込用ポンプ、エアーポンプを始め、医療および住環境関連機器の開発・
企画・製造

井戸用ポンプ製品　各種ポンプ製品　
ピストン型コンプレッサ　ポンプ応用商品・組立商品

ケーピーエス工業株式会社
その他の製造業 精華・西木津地区

京都府相楽郡精華町光台3丁目2番地7
https://exgel.jp/jpn/

TEL.0774-98-2633

・独自開発素材エクスジェルを使用した製品の開発・製造・販売。
・エクスジェルは好感触性、遅延回復性、体圧分散性、素材形状保持性、
衝撃吸収性に優れ、医療福祉分野の車いす用クッション、手術台等の床
ずれ対策素材として高評価。その信頼と実績が様々な分野(理美容・自
動車関連・モータースポーツなど)に広がり、海外にも販路拡大中。

合成ゴム　クッション　ヘルスケア　自動車用品　モータースポーツ

株式会社加地
その他の製造業 精華・西木津地区

エクスジェルを用いた
床ずれ予防の

車椅子用クッション

大阪府枚方市津田山手2丁目17番10号
https://www.seiwaopt.co.jp/

TEL.072-808-0550

半導体及び新ディスプレイ向け露光装置／検査装置／レー
ザー機器など､開発､製造､品質管理まで､お客様のニーズに
フレキシブルに対応しております。

開発　半導体製造装置　FPD　光学　メカトロニクス

株式会社清和光学製作所
関西事業所・枚方開発センター

精密・医療機器 氷室・津田地区

半導体・FPD向け露光機

京都府相楽郡精華町精華台5丁目1番地1

https://www.acejapan.biz/
TEL.0774-46-8987

未利用間伐材を原材料とした輸送用パレットを製造して
おります。環境問題に貢献できる製品となっております。

未利用間伐材　パレット　エコ　リサイクル
エースジャパン株式会社　研究開発センター
その他の製造業 精華・西木津地区

ヘルスケア　AI　ロボティクス　分析機器　バイオサイエンス

京都府相楽郡精華町光台3丁目9番地4
http://www.shimadzu.co.jp/

TEL.0774-39-3751

「科学技術で社会に貢献する」の社是のもと、保有するコア
技術の深化と融合で社会課題の解決をめざします。新研究棟

「Shimadzuみらい共創ラボ」を起点としたオーブンイノベー
ションで産学官との積極的な連携を進め、共創による革新的な
技術で新しい社会貢献を進めていきます。

株式会社島津製作所　Shimadzuみらい共創ラボ

精密・医療機器 精華・西木津地区

マルチデバイス
生体計測システムHuME
	(Human	Metrics	Explorer)™　　

什器メーカー(（株）オカムラ）と
共同特許取得の学習机
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京都府木津川市相楽台3丁目1番地5

http://www.nijo.co.jp
TEL.0774-73-1000

人生の各種セレモニーを多角的に研究し、京都の伝統技術等を使い、商品、デ
ザイン等を開発・情報発信

セレモニー　婚礼衣裳　和装　打掛　伝統産業

株式会社二条丸八　二条丸八セレモニー研究所
その他の製造業 平城・相楽地区

京都府相楽郡精華町光台2丁目4番地

https://www.rd.ntt/cs/
TEL.0774-93-5025

NTTの研究開発拠点の一つとして、「こころまで伝わる」未来のコミュニケー
ションの実現をテーマに、人・情報への深い理解に基づいた新たな理論や技術
の確立をめざす情報科学および人間科学の基礎研究に取り組んでいます。

AI　音声認識　機械翻訳　言語獲得・発達　データ科学

ＮＴＴコミュニケーション科学基礎研究所
情報・通信 精華・西木津地区

京都府木津川市梅美台8-1-23
https://www.marutaka-pax.co.jp/

TEL.0774-71-8408(代)

当社は"お米"の包装資材「米袋」を中心として、お米の流通・販売に関連する
様々な商品を扱っています。基本方針である「ニーズをかたちに、夢・創造」を
モットーに、特許取得の『モテるんパック」(レジ袋不要)など、環境に優しい独
自商品を企画、開発、販売し、米袋業界の最先端を走っております。

米袋　米関連商品　モテるんパック　グッドデザイン賞　レジ袋不要

株式会社マルタカ　テクノセンター
その他の製造業 木津地区

京都府木津川市州見台8丁目2番地5
https://www.takazono-leaves.co.jp/

TEL.0774-66-2988

当社は、株式会社タカゾノが障がい者雇用を目的として設立した特例子会社で
す。障がい者へは「企業」としての合理的配慮を施しながら、1人の社会人とし
て幅広く社会に貢献出来るように、という事を念頭に日頃より事業を展開して
おります。

障がい者雇用　特例子会社　リユース　環境に配慮

株式会社タカゾノリーブス
その他の製造業 木津地区

大阪府枚方市津田山手2丁目17番1号
https://www.sawa-corp.co.jp/

TEL.072-859-8800

超音波技術をコアとした製品で、お客様のお役に立てる製品を開発、ご提
案致します。主にSMT基板実装工程で使用するクリーム半田印刷用のメ
タルマスク洗浄装置、電子部品や半導体製造工程で使用するメタルマス
ク、メッシュスクリーンの洗浄装置、包装印刷で使用するグラビアシリン
ダーの洗浄装置の開発、製造販売を行っています。

洗浄装置　検査装置　SMT

株式会社サワーコーポレーション
その他の製造業 氷室・津田地区

メタルマスク洗浄装置
「サワーエコブリッドSC-AH100」

京都府相楽郡精華町光台7丁目27番地1

https://www.photon-cae.co.jp/
TEL.0774-98-0696

弊社は、電磁現象を利用した製品、部品などをコンピュータ上でモデル化し、シ
ミュレーションする「電磁場解析ソフトウェアPHOTOシリーズ」を開発、販売
しております。

電磁場解析　シミュレーション　カスタマイズ
受託解析　電磁界解析

株式会社フォトン
その他の製造業 精華・西木津地区

京都府相楽郡精華町光台3丁目2番地24

https://www.sowakasei.com/
TEL.0774-94-5551

SOWAはFRP素材研究や技術開発力を強化するための新し
い第一歩として、ここ新文化首都けいはんなに自社研究所を
設立致しました。私たちは自由な発想と情熱から生まれるこ
だわりのモノづくりにこれからも取り組み続けます。

FRP　プラスチック　ボルト　研磨材　砥石
双和化成株式会社
その他の製造業 精華・西木津地区

ナノ単位で管理された
繊維系砥石の開発

京都府相楽郡精華町光台3丁目2番地1

http://www.protexjapan.co.jp
TEL.0774-95-4800

日用雑貨やシャンプー・トリートメント等のヘアケア製品、
化粧水・クリーム等の企画、開発、販売を行っています。

美容　化粧品　ヘアケア　OEM　日用雑貨

株式会社プロテックス・ジャパン

その他の製造業 精華・西木津地区

ハホニコ　ケラテックス
ファイバーシャンプー

ファイバートリートメント
ファイバーオイル

京都府相楽郡精華町精華台9丁目1番地1

https://www.toeisangyo.jp/
TEL.0774-98-4141

当社は電子写真装置（プリンター、複合機）用クリーニング
ブラシなどの高機能ブラシ、及び導電繊維などの特殊な繊
維を使用した繊維部品の開発・製造・販売を行っています。

高機能ブラシ　電子写真装置部品　静電植毛　導電繊維　パイル織物
東英産業株式会社
その他の製造業 精華・西木津地区

京都府相楽郡精華町光台２-2-5（本社・光台3-2-18）

https://www.neuron.ne.jp
TEL.0774-95-3900（本社）

地盤震動・不同沈下・断層変位・液状化など、
管路防災に特化した国内初の研究施設として、
研究員育成と実物大試験を基に、日々研鑽を
重ねて参ります。

ライフライン地震工学　耐震試験

けいはんなサウスラボ
管路防災研究所 日本ニューロン株式会社

その他の製造業 精華・西木津地区

京都府相楽郡精華町光台2丁目3番地1
https://www.silex.jp/

TEL.0774-98-3781

産業・商業分野のお客様の機器やシステムに提供する高品質
の無線技術と柔軟なお客様対応が強みの研究開発型企業で
す。共創スペース「THE BASE」には機器検証が可能なローカ
ル5G基地局や新規格の無線環境をご用意しています。

無線(Wi-Fi)　ローカル5G　ネットワーク　通信機器　映像伝送

サイレックス・テクノロジー株式会社
その他の製造業 精華・西木津地区

ローカル5G対応端末
（プロトタイプ）

大阪府枚方市津田山手2丁目20番1号

https://www.s-sst.com
TEL.072-897-5311

自動車用プレス金型設計からスタートした当社は、３次元
形状の設計・３Dデータ作成・造形を得意としております。現
物やイラストからでも、図面化や造形物の製作が可能です。

プレス金型設計　３Dスキャン　３Dモデリング
発泡モデル　製品開発支援

株式会社坂本設計技術開発研究所
その他の製造業 氷室・津田地区
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https://www.kagoya.jp/
TEL.075-252-9355

クラウドサービスプロパイダーの基盤施設・データセンターインフラを
活用した研究開発及び情報サービスを行っています。

カゴヤ・ジャパン株式会社　けいはんなラボ
情報・通信 精華・西木津地区

大阪府枚方市津田山手2丁目21番1号
http://www.sansho.co.jp

TEL.072-808-0070

水溶性天然高分子剤の専門商社として1955年に発足し、高分
子添加剤の分野などで確固たる地位を築いてまいりました。商
品とともに技術サービスを提供することを経営の根幹に置き、
三晶独自に品質試験、応用技術の研究開発を行っています。

水溶性高分子　増粘・ゲル化剤　機能紙　ネット・フィルム　食品・工業プライベートクラウド　レンタルサーバー　メールサーバー　VPS

三晶株式会社　中央研究所
商業 氷室・津田地区

ビスコース加工紙
(サフロン®)の表面写真

京都府木津川市相楽台3丁目1番地4

https://nitsuki.co.jp/
TEL.0774-34-5988

「情報通信が拓く明るい未来」をテーマに、今後、情報通信の活用技術に関する
研修を主に実施。

日本通信機器株式会社　コミュニティパレス
商業 平城・相楽地区

https://www.bk.mufg.jp/
TEL.0774-93-0118

2018年4月竣工。三菱UFJ銀行の事務センターとして、安定した金融サービス
提供の一翼を担います。

株式会社三菱UFJ銀行　関西ビジネスセンター
金融・保険 精華・西木津地区

奈良県奈良市左京6丁目5番地4

https://www.nantoeri.or.jp
TEL.0742-72-0711

南都銀行の出捐により設立された地域シンクタンクです。地域の経済・産業動向
や企業経営に関する調査研究を実施しその成果を各方面に提供する他、各種セ
ミナー開催や社員研修、専門スタッフによる企業経営相談も承っております。

シンクタンク　調査研究　コンサルティング　講演研修　機関誌

一般財団法人南都経済研究所
研究機関 平城・相楽地区

京都府農林水産技術センター　生物資源研究センター

京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字大路74
https://www.pref.kyoto.jp/shigenken/

TEL.0774-93-3525

基礎的・学術的な研究シーズの創出・探索を行う基礎研究部と研究シーズの
活用による実用技術の開発を行う応用研究部の相乗効果により、京都ならで
はの酒米、黒大豆、京野菜などの新品種育成や微生物(植物ワクチンやPGPR)
を活用した環境にやさしい農業技術の推進等を目指しています。

微生物利用　作物開発　育種工学　遺伝子工学　細胞工学

官庁・地方自治体 南田辺・狛田地区

奈良県生駒市高山町3440番地
http://www.tikurinen.jp/

TEL.0743-79-3344

約550年の歴史を有する高山茶筌を始めとする茶杓、柄杓、花器、香合などの茶
道具や編針の美や姿を広く一般に知ってもらい、生駒市の地場産業である竹製
品の一層の振興・文化と教養の向上を図るために設置。約50種類の竹の生態園
や美しい庭園の中に資料館(和室、研修室、展示室)、竹生庵などがある。

高山竹林園　竹林園　高山　竹林　茶筌

高山竹林園
文化施設・公園 高山地区

大阪府枚方市津田山手2丁目9番5号

http://www.fel.eng.osaka-u.ac.jp
TEL.072-897-6410

55MeVの電子直線加速器と多彩なウイグラー(放射光発生器)の組み合わせ
により可視から遠赤外までの高輝度のピコ秒パルスレーザーを提供する研究
施設である。
現在、装置は休止しているが、近々に再開を計画している。

大阪大学大学院工学研究科
自由電子レーザー研究施設

大学・教育機関 氷室・津田地区

大阪府枚方市津田山手2丁目11番40号

http://www.pref.osaka.lg.jp/tc-kiosaka/top/index.html
TEL.072-808-2151

大阪産業の人材育成を目的とする職業訓練施設です。求職者訓練として、機
械・制御・建築系の7科目の訓練を行っています。在職者訓練としては、企業の
新人研修や技術研修等の技術講座を実施しています。また、技能検定、技術研
修等に施設をお貸しする人材開発センターも運営しています。

大阪府立北大阪高等職業技術専門校
大学・教育機関 氷室・津田地区

京都府木津川市城山台2-2-1
https://www.nihonkizai.co.jp/

TEL.050‐3852-1651

空気圧制御機器、産業用ロボット、協働ロボット、センシング
関連、装置、環境関連機器等、ＦＡの自動化機器のシステム
提案・販売を行っております。

各種FA機器販売　ロボット　URコアトレーニング
アプリケーション開発　ユニット製品

日本機材株式会社　NKソリューションセンター
商業 木津地区

当センターではロボットショー
ルーム、ラボ（検証）ルーム、セミ
ナールーム等を設置。ロボットを
活用したアプリケーションのシス
テム提案を行っています。

京都府相楽郡精華町光台3丁目2番地2
https://www.kec.jp/

TEL.0774-93-4563

①国際・国内規格に対応したEMC試験用電波暗室などの施設を
有し、EMC試験・製品安全試験等の試験事業を行っています。
②EMC・製品安全を含む電子関連の幅広い技術情報提供、技術
者育成支援活動を行っています。

EMC試験　製品安全試験　電波暗室
講習会・セミナー　技術者育成

一般社団法人KEC関西電子工業振興センター
研究機関 精華・西木津地区

10m法対応
大型電波暗室

大阪府枚方市津田山手2丁目19番10号

https://www.d-technos.co.jp/
TEL.072-897-7580

工作機械(IOT複合加工機)及び
鍛圧加工機(プレス、板金、フォーミング機)卸小売
機械修理(工作機械メーカー出向)
部品加工(MC、NC旋盤)
ロボット、自動搬送装置製作

株式会社ダイイチテクノス
商業 氷室・津田地区
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大阪府枚方市津田山手2丁目20番10号

https://www.hirakata-g.co.jp/
TEL.072-396-9001

1972年の創業以来行っている機械設計・製作。1995年自社ブランドとして
まったく新しい防振材、衝撃緩衝材、耐震固定材「ノンブレン」の開発と販売。
ノンブレン防振材はJR新幹線の床下防音、防振材としても採用されている。

機械設計　防振・ノンブレン　ビタッピー　ビタブロック

株式会社枚方技研
サービス業 氷室・津田地区

大阪府四條畷市大字逢阪466-2

http://www.midorinobunkaen.com/pages/sei-house.html
TEL.072-879-7505

企業の研修、グループの親睦会などにも利用できる大研修室、宿泊施設あり。

SEI生駒セミナーハウス
サービス業 清滝・室池地区

大阪府四條畷市田原台8丁目2番5号
https://speedshore.co.jp/

TEL.0743-78-9000

各種建設用土留機材及び各種建設用レーザー機器に関する研究所です。
当社は土木関連建設工事現場の安全を確保する機材の開発・レンタルを
通じて社会に貢献します。

ライフラインの支え　提案力　技術力　問題解決力

日本スピードショア株式会社　本社研修所
サービス業 田原地区

大阪府四條畷市大字逢阪458

https://www.iiland.ne.jp/
TEL.072-876-1911

会議や研修、宿泊、食事、宴会、パーティなど多目的に利用できるリゾート宿泊
施設です。
宿泊部屋はシングル、ツインの他、グループ向けルームやコテージなど多彩。
ホールや会議研修室、レストラン、宴会場も充実しています。

シャープ労働組合
研修レクリエーションセンターアイアイランド

サービス業 清滝・室池地区

京都府相楽郡精華町光台二丁目3番9
http://www.ctiers.co.jp/

TEL.0774-41-0200

一般的な環境分析に加え、ダイオキシン類、PCB、土壌汚染
の調査・分析やアスベスト診断、さらには遺伝子解析まで
様々なニーズに最適なソリューションをご提供いたします。

環境調査分析　廃棄物・土壌汚染　作業環境測定・臭気測定　水処理
新型コロナ分析(非生体)等の遺伝子解析

株式会社環境総合リサーチ
サービス業 精華・西木津地区

遺伝子解析機器

京都府相楽郡精華町光台3丁目2番地11
https://www.nseigyo.co.jp/

TEL.0774-95-0201

各種制御装置の組込みソフトウェア開発を専門とし、主にFA機器、計測機器等制
御ソフトウェアの受託開発や医療ソフトウェアの自社開発を行っています。また、
既存ソフトウェアの解析、カスタマイズ等お客様の様々なソフトウェアに関するお
悩みにお答えします。

組み込みソフトウェア　医療ソフトウェア　通信・計測・制御　受託開発

日本制御株式会社
サービス業 精華・西木津地区

京都府相楽郡精華町光台3丁目2番地5
https://www.eonet.ne.jp/~willconsultant/

TEL.0774-27-6946

当社の事業は地盤調査で、得意分野は大型動的コーン貫入試験で
す。私共は、大阪公立大学院と大和ハウス工業㈱総合技術研究所
の指導の下、2010年9月以来、実験・研究を継続しています。この
試験方法は、2018年にJIS(日本産業規格)に制定されました。

有限会社ウィルコンサルタント　けいはんなセンター

サービス業 精華・西木津地区

地盤品質確認システム

地盤調査　大型動的コーン貫入試験　ラムサウンディング
BIM/CIM　３次元

京都府相楽郡精華町光台3丁目6番地1
https://www.kanyaku.co.jp

TEL.0774-98-2130

バイオリスクマネジメントを社業とし、院内感染対策、クリーンルーム管理、作業
環境測定、食品検査及び病態モデル昆虫を利用した治療薬評価を行っています。

施設の衛生管理　再生医療　臨床検査　食品検査　作業環境測定

環境衛生薬品株式会社
関西学研ラボラトリー　生活圏環境衛生研究所

サービス業 精華・西木津地区

奈良市右京1丁目1番地4(北部会館3階)

http://www.hokubu-hall.city.nara.nara.jp
TEL.0742-71-5747

北部会館は奈良市の複合施設です。3階の市民文化ホールは、地域の「文化芸
術の振興・にぎわいづくり・活性」を目指し、全ての世代を対象とした講座やコ
ンサート等の様々な文化事業を展開しています。

文化施設　ホール　会議室　講座

奈良市北部会館市民文化ホール
文化施設・公園 平城・相楽地区

大阪府枚方市津田山手２丁目８番１号

https://iontc.co.jp/
TEL.072-859-6601

イオン注入、物理分析の受託サービスとBPOサービス
で研 究 開 発におけるコンサルティングや技 術 開 発サ
ポートを行うプロフェッショナル集団です。

イオン注入　分析　受託　研究開発　化合物半導体

株式会社イオンテクノセンター
サービス業 氷室・津田地区

化合物半導体へのイオン注入、
成膜、アニール処理
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施設索引

アイコム株式会社 ならやま研究所

朝日印刷株式会社 京都クリエイティブパーク

株式会社芦田製作所 本社工場

株式会社アスク

株式会社アテックス 京都事業所 生産研究開発センター

アドコート株式会社

株式会社イーシーフロンティア

株式会社イオンテクノセンター

株式会社イチグチ

株式会社井上製作所

株式会社ウイスト

株式会社ウィル

有限会社ウィルコンサルタント けいはんなセンター

植田工業株式会社

上六印刷株式会社

エースジャパン株式会社　研究開発センター

SEI生駒セミナーハウス

SEW-オイロドライブ・ジャパン株式会社 京都工場

ＮＴＴコミュニケーション科学基礎研究所

株式会社エム・システム技研 京都テクノセンター・京都商品センター

エンゼルプレイングカード製造京都株式会社 関西学研工場 研究開発センター

大阪大学大学院工学研究科 自由電子レーザー研究施設

大阪電気通信大学（四條畷キャンパス）

大阪府立北大阪高等職業技術専門校

オムロン株式会社 京阪奈イノベーションセンタ

株式会社オリエンタルベーカリー 京都工場

カゴヤ・ジャパン株式会社 けいはんなラボ

香椎化学工業株式会社 カシーテクニカルセンター

株式会社加地

株式会社河内金属製作所

環境衛生薬品株式会社 関西学研ラボラトリー 生活圏環境衛生研究所

株式会社環境総合リサーチ

株式会社キタムラ

共栄製茶株式会社 京都テクノセンター

京香食品株式会社　株式会社西村幸太郎商店　城山台工場

京セラ株式会社 けいはんなリサーチセンター

京都大学大学院農学研究科附属農場

京都府農林水産技術センター 生物資源研究センター

京都府立大学（精華キャンパス）生命環境学部附属農場・産学公連携拠点施設

京都プレス工業株式会社

株式会社きんでん 京都研究所

けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK）

けいはんな記念公園

けいはんなプラザ・けいはんなプラザホテル

一般社団法人ＫＥＣ関西電子工業振興センター

ケーピーエス工業株式会社

株式会社広和工業

公益財団法人国際高等研究所

株式会社国際電気通信基礎技術研究所（ATR）　

国立国会図書館関西館

サイレックス・テクノロジー株式会社

坂本精器株式会社

株式会社坂本設計技術開発研究所

株式会社サワーコーポレーション

サンシード株式会社

三晶株式会社  中央研究所

Santen 奈良研究開発センター

サントリーワールドリサーチセンター

株式会社ジーネス

株式会社ジェヌインアールアンドディー

株式会社島川製作所

株式会社島津製作所 Shimadzuみらい共創ラボ

シャープ労働組合研修レクリエーションセンター アイアイランド

国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）

電気機器

紙・印刷

機械

金属製品

プラスチック

化学・化学製品

精密・医療機器

サービス業

その他の製造業

機械

機械

精密・医療機器

サービス業

金属製品

紙・印刷

その他の製造業

サービス業

機械

情報・通信

電気機器

その他の製造業

大学・教育機関

大学・教育機関

大学・教育機関

電気機器

食品

情報・通信

化学・化学製品

その他の製造業

金属製品

サービス業

サービス業

金属製品

食品

食品

電気機器

大学・教育機関

官庁・地方自治体

大学・教育機関

金属製品

建設

研究機関

文化施設・公園

文化施設・公園

研究機関

その他の製造業

機械

研究機関

研究機関

文化施設・公園

その他の製造業

金属製品

その他の製造業

その他の製造業

プラスチック

商業

医薬品

食品

機械

食品

機械

精密・医療機器

サービス業

研究機関

平城相楽

木津

高山

氷室津田

精華西木津

精華西木津

精華西木津

氷室津田

精華西木津

精華西木津

精華西木津

精華西木津・木津

精華西木津

氷室津田

高山

精華西木津

清滝室池

精華西木津

精華西木津

木津

精華西木津

氷室津田

清滝室池

氷室津田

精華西木津

精華西木津

精華西木津

氷室津田

精華西木津

氷室津田

精華西木津

精華西木津

氷室津田

木津

精華西木津

精華西木津

木津

南田辺狛田

南田辺狛田

木津

平城相楽

精華西木津

精華西木津

精華西木津

精華西木津

精華西木津

精華西木津

精華西木津

精華西木津

精華西木津

精華西木津

氷室津田

氷室津田

氷室津田

精華西木津

氷室津田

高山

精華西木津

精華西木津

精華西木津

氷室津田

精華西木津

清滝室池

精華西木津
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平城相楽

精華西木津

氷室津田

精華西木津

氷室津田

木津

平城相楽

精華西木津

精華西木津

氷室津田

精華西木津

精華西木津

平城相楽

氷室津田

木津

高山

高山

精華西木津

木津

精華西木津

田辺

精華西木津

精華西木津

精華西木津

田辺

田辺・精華西木津

精華西木津

クラスター外

域外

平城相楽

域外

高山

平城宮跡

平城相楽

平城相楽

精華西木津

木津

木津

田原

精華西木津

平城相楽

精華西木津

高山

平城相楽

精華西木津

氷室津田

木津

氷室津田

精華西木津

平城相楽

精華西木津

平城宮跡

木津

木津

木津

精華西木津

精華西木津

氷室津田

精華西木津

氷室津田

精華西木津

木津

木津

電気機器

化学・化学製品

輸送用機器

農林・水産

精密・医療機器

輸送用機器

建設

鉄鋼・非鉄金属

その他の製造業

商業

医薬品

機械

建設

精密・医療機器

その他の製造業

その他

文化施設・公園

金属製品

鉄鋼・非鉄金属

研究機関

その他

化学・化学製品

金属製品

その他の製造業

大学・教育機関

大学・教育機関

プラスチック

大学・教育機関

大学・教育機関

文化施設・公園

大学・教育機関

大学・教育機関

研究機関

研究機関

その他の製造業

電気機器

食品

商業

サービス業

サービス業

商業

その他の製造業

電気機器

機械

電気機器

サービス業

機械

食品

その他の製造業

食品

その他の製造業

文化施設・公園

その他の製造業

金属製品

ガラス・土石製品

金融・保険

ゴム・ゴム製品

食品

金属製品

機械

研究機関

研究機関

医薬品

株式会社SHIN-JIGEN

新日本理化株式会社　京都R&Dセンター

株式会社伸和製作所

株式会社スプレッド　テクノファームけいはんな

株式会社清和光学製作所 関西事業所・枚方開発センター

清和工業株式会社 木津川ECTセンター

積水ハウス株式会社 総合住宅研究所

相楽工業株式会社

双和化成株式会社

株式会社ダイイチテクノス

大幸薬品株式会社 京都工場・研究開発センター

ダイナミックツール株式会社

大和ハウス工業株式会社 総合技術研究所

株式会社タカゾノ 株式会社タカゾノテクノロジー

株式会社タカゾノリーブス

高山サイエンスプラザ

高山竹林園

髙由金属株式会社

タツタ電線株式会社 タツタテクニカルセンター

公益財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）

D-egg（同志社大学連携型起業家育成施設）

株式会社テクノーブル サイエンスパーク京都

株式会社テクノフレックス 京都研究所

東英産業株式会社

同志社女子大学（京田辺キャンパス）

同志社大学（京田辺キャンパス・学研都市キャンパス）

内外化成株式会社 京都工場研究開発センター

奈良学園大学

奈良県立医科大学

奈良市北部会館 市民文化ホール

奈良女子大学

奈良先端科学技術大学院大学

（独）国立文化財機構 奈良文化財研究所

一般財団法人南都経済研究所

株式会社二条丸八 二条丸八セレモニー研究所

ニデック株式会社 生産技術研究所

株式会社日本果汁 京都南センター

日本機材株式会社 NKソリューションセンター

日本スピードショア株式会社 本社研修所

日本制御株式会社

日本通信機器株式会社 コミュニティパレス

日本ニューロン株式会社 けいはんなサウスラボ 管路防災研究所

株式会社Burley Plus

日立造船株式会社 けいはんな事業所　環境事業本部 開発センター 

ヒラヰ電計機株式会社 令和けいはんな事業所

株式会社枚方技研

株式会社ヒラノテクシード 木津川工場

株式会社ブールミッシュ 枚方研究工場

株式会社フォトン

福寿園CHA遊学パーク

株式会社プロテックス・ジャパン

平城宮跡歴史公園

株式会社マルタカ テクノセンター

マンヨーツール株式会社

株式会社ミズホ　ミズホテクニカルラボ

株式会社三菱UFJ銀行 関西ビジネスセンター

明和ゴム工業株式会社 京都生産技術センター

森下仁丹株式会社 大阪テクノセンター

モリテックスチール株式会社 けいはんなR&Dセンター

吉泉産業株式会社

国立研究開発法人理化学研究所（RIKEN）

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（QST） 関西光科学研究所

ロート製薬株式会社 ロートリサーチビレッジ京都

施設名 分野 地区名 ページ 施設名 分野 地区名 ページ
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