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資　料

　　京都に春ける製造企業の現況（２）

市町村 ・行政区別／産業中分類／１００人以上事業所一覧

若　林　洋　夫

は　　じ　め　に

　本資料は１９８３年度本学人文科学研究所実態調査「京都におげる近代工業の現状と課

題」（研究代表者 ・坂本和一教授，他５名）を効率的かつ円滑に推め，また私が担当する中間

報告執筆の便宜のために，第１資料（本誌，第３２巻第１号，１９８３年４月）とは違 って，地域

視点を軸に作成されたものである 。

　私は，調査 メンハーとともに，本実態調査として，既に京都府企画調整室 ・商工部 ・

総務部統計課 ・中小企業総合指導所 ・中小企業振興公杜，京都市経済局，福知山市商工

観光課，綾部市商工課，京都商工会議所，京都経済同友会，京都工業会，京都証券取引

所， 目銀京都支店や２桁にのぼる製造企業 ・金融機関等を訪問し，聴き取り ・資料蒐集

を実施してきた。さらに，２回にわたって府南部の土地利用実態に関するフィールドワ

ークも行な ってきた。本資料はこれらの調査の中間報告でもある 。

　こうした地域実態調査の継続と深まりが，蒐集資料の分析および総合と相倹って ，京

都府の民力基盤拡充のための総合的施策の提言へとつながることを期したい 。

典拠資料

１． 本一覧表は『昭和５６年京都府事業所名鑑』（京都府総務部統計課）の「Ｆ製造業」

　の部分を市町村 ・行政区別／産業中分類／１００人以上事業所一覧表として組み替えたう

　えで，以下の諸資料等にもとづいて，「株式上場市場」および「備考」欄を付加した

　ものである 。

２． 京都府内本杜の有力企業（東京および／または大阪両証券取引所の第１部および京

　都証券取引所上場企業）およぴ若干の大企業に関しては，各杜『有価証券報告書総覧』

　最新版。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７１６）



　　　　　　　　　　　京都における製造企業の現況（２）（若林）　　　　　　　　　　　１５９

３．　日本経済新聞杜『会杜年鑑一上場会杜版』１９８３年 。

４． 　日本経済新聞杜『会杜総鑑　未上場会杜版』１９８３年 。

５． 長田野工業団地（福知山市）立地企業に関しては，現地調査（昭和５８年１２月８日）

　の際，（杜）長田野工業センターおよび福知山市商工観光課より提供された諸資料をも

　参照した 。

６． 本資料はユ９８３年度本学人文科学研究所実態調査「京都における近代工業の現状と課

　題」の一環として，以下の製造企業より¢会杜案内（紹介）　事業（営業）報告書＠経歴

　書＠製品案内（カタロク）　会杜組織表等の，若干またはすへての提供をうげ，参照し

　た 。

　以下に当該会杜名を記載し，謝意を表わしたい。（５０音順）

　（株）石田衡器製作所，（株）石田大成杜，和泉電気（株）京都工場，イセト紙工（株） ・大

　倉酒造（株），（株）川島織物，北村鍍金（株），藷工業（株）・京セラ（株）・グリコ 栄養食

　品（株），グソゼ（株）本工場，京阪 コソクリートエ業（株），（株）光電子工業研究所 ，

　（株）佐藤製作所，三興線材工業（株），三洋化成工業（株），（株）島津製作所，新日本理

　化（株） ，進 々堂製パソ（株），星和電機（株），第一工業製薬（株），大同ヤルタ染工（株） ，

　ダイニック（株），大目本印刷（株），大日本スクリーン製造（株） ，太陽精機（株），賓酒

　造（株），（株）タカラブネ ，立石電機（株），津田電線（株），（株）椿本チ ェイソ京都工場 ，

　（株）鶴屋吉信，（株）富永製作所，（株）七彩，目産車体（株）京都工場，（株）日進製作

　所，目新電機（株），目東精工（株） ，目本板硝子（株）京都工場，目本紙工（株），目本写

　真印刷（株），目本新薬（株），目本電池（株），目本粉末合金（株）山科事業所，目本輸送

　機（株），任天堂（株），野崎印刷紙業（株），（株）藤井合金製作所，（株）福寿園，福田金

　属箔粉工業（株），福知山グソゼ（株），（株）堀場製作所，松下電子部品（株）コソ デソサ

　事業部，三谷伸銅（株），村田機械（株），（株）村田製作所，森紙業（株），（株）モリタ製

　作所，山幸電機（株）京都工場，山野電機製造（株）京都工場，湯浅電池（株）長田野製作

　所，（株）ワコール　　　　　　　　　　　　　　（以上，Ｓ ．５９ ．１ ．９現在，６２杜）

凡　例

１． 株式上場市場一東京（東），大阪（大）および京都（京）の各証券取引所上場関係のみを摘記した 。

２． 名称一事業所の名称である 。昭和５６年調査時点以降の名称変更が確認しえた事業所に関Ｌて

　は添記した 。

３． 経営組織一１…個人経営，２…株式会杜，３…有隈会杜，４…合名 ・合資 ・相互会杜，５…

　　　　　　　　　　　　　　　　（７１７）



１６０　　　　　　　　　　立命館経済学（第３２巻 ・第５ ・６合併号）

　　外国会杜（外国に本杜 ・本店のある事業所），６…会杜以外の法人（財団 ・杜団法人，医療法
　　人，特殊法人等），７…法人でたい団体。

４． 本所 ・支所の別（符号により表示）

　　 １… 単独事業所，２…本所 ・本杜 ・本店，３…支所 ・支杜 ・支店

　５．資本金額（京都本杜についてのみ符号により表示）

　　 １　 １００万円未満，２　１００万円～２００万円未満，３　２００万円～５００万円未満
，４

　５００万円～

　　
１， ＯＯＯ万円未満，５　１，０００万円～３，Ｏ００万円未満，６　３，０００万円～５，ＯＯＯ万円未満，７　５，０００

　　万円～１億円未満，８　１億円～１０億円未満，９　１０億円～５０億円未満，１０５０億円以上

　　　従業者数（従業者観模符号により表示）

　　 １～６（省略），７…１００～２９９人，８…３００～４９９人，９…５００～９９９人，Ａ…１，０００人以上

　　　事業所産業分類（本資料に掲載したｒ昭和５６年事業所統計調査に用いた産業分類項目表」を

　　参照のこと）

　　　備考一◎当該事業所の製造（販売）品目〔但し，全杜と指定している場合は当該企業全体の

　　それを示す。以下同じ〕，◎左辺　事業所（工場）敷地面積／右辺　事業所（工場）の建物延

　　面積，＠左辺　事業所（工場）の機械装置投資額（簿価）／右辺　事業所（工場）の投下資本

　　合計額（簿価），＠従業員数（前記した６．従業者数と必ずしも一致しない。但し，６ ．におけ

　　る表示は臨時 ・目雇を含む全従業者数を示し，他方でここでは臨時 ・目雇を除く），（…）売上高

　　〔決算期〕。
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京都におげる製造企業の現況（２）（若林） １６１

昭和５６年事業所統計調査に用いた産業分類項目表

（Ｆ　製　造　業）

大　分　類

Ｆ　製　造業

中　　分　　類

１８～１９

　　食料品 ・たぱこ製造業

２０繊維工業・（衣服，その
　　他の繊維製品を除く）

　　衣服 ・その他の２１

　　繊維製品製造業

２２木材 ・木製品製造業
　　（家　具　を　除　く）

小　　　　分　　　　類

１８１

１８２

１８３

１８４

１８５

１８６

１８７

ホ１８８

ホ１８９

１９０

１９１

１９２

１９４

畜産食料品製造業

水産食料品製造業

野菜かん詰 ・果実かん詰 ・農産保存食料品
製造業

調味料製造業

精穀 ・製粉業

砂糖製造業

バソ ・菓子製造業

清涼飲料製造業

酒類製造業

飼料 ・有機質肥料製造業

動植物油脂製造業

その他の食料品製造業

たぱこ製造業

２０１

２０２

２０３

２０４

２０５

２０６

２０７

２０８

２０９

製糸業
紡績業
ねん糸製造業

織物業
メリヤス製造業

染色整理業

綱・ 網製造業

レース ・繊維雑品製造業

その他の繊維工業

２１１

２１２

２１３

２１４

２１５

２１９

外衣製造業（和式を除く）

中衣 ・下着製造業（和式を除く）

帽子製造業

毛皮製衣服 ・身の回り品製造業

その他の衣服 ・繊維製品身の回り品製造業
（和式を含む）

その他の繊維製品製造業

２２１製材業，木製品製造業

２２２造作材合板建築用組立材料製造業

２２３木製容器製造業（竹，とうを含む）

２２４木製履物製造業

２２９その他の木製品製造業（竹，とうを含む）

（７１９）



１６２
立命館経済学（第３２巻 ・第５ ・６合併号）

犬分類

Ｆ　製造業

中　　分　　類

２３家具 ・装備品製造業

２４パルプ ・紙 ・

　　紙加工品製造業

２５出版 ・印刷
　　同　関　連　産　業

２６化　　学　　工　　業

２７石油製品 ・石炭製品
　　製　　　造　　　業

２８ゴム 製品製造業

　　なめしかわ ・同製品 ・

２９毛皮製造業

小　　　　分　　　　類

２３１

２３２

２３３

２３９

家具製造業

宗教用具製造業

建具製造業

その他の家具 ・装備品製造業

２４１

２４２

２４３

２４４

２４５

２４９

パルプ製造業

紙製造業

加工紙製造業

紙製品製造業

紙製容器製造業

その他のバルブ ・紙 ・紙加工品製造業

２５１

２５２

２５３

２５４

２５５

２５９

新聞業
出版業
印刷業（謄写印刷業を除く）

製版業
製本業，印刷物加工業

印刷業に伴うサーピス業

２６１

２６２

２６３

２６４

２６５

２６６

２６９

化学肥料製造業

無機化学工業製品製造業

有機化学工業製品製造業

化学繊維製造業

油脂加工製品 ・石げん ・合成洗剤 ・界面活
性剤 ・塗料製造業

医薬品製造業

その他の化学工業

２７１

２７２

２７３

２７４

２７５

２７９

石油精製業

潤滑油　グリース製造業（石油精製業によ
らないもの）

コークス製造業

煉炭 ・豆炭製造業

舗装材料製造業

その他の石油製品 ・石炭製品製造業

２８１

２８２

２８３

２８９

タイヤ ・チ ューブ製造業

ゴム 製・ ブラスチ ック製履物 ・同附属製品
製造業

ゴムベルト ・ゴムホース ・工業用ゴム製品
製造業

その他のゴム製品製造業

２９１

２９２

２９３

２９４

なめしかわ製造業

工業用革製品製造業（手袋を除く）

革製履物用材料 ・同附属品製造業

革製履物製造業

（７２０）



京都におげる製造企業の現況（２）（若林） １６３

大　分　類 中　　分　　類 小　　　　分　　　　類

Ｆ　製　造　業

３０窯業 ・土石製品製造業

３１鉄　　　鋼　　　業

３２非鉄金属製造業

３３金属製品製造業

２９５

２９６

２９７

２９８

２９９

３０１

３０２

３０３

３０４

３０５

３０６

３０７

３０８

３０９

３１１

３１２

３１３

３１４

３１５

３１６

３１７

３！９

３２１

３２２

３２３

３２４

３２５

３２９

３３１

３３２

３３３

３３４

３３５

３３６

３３７

３３９

革製手袋製造業

かぱん製造業

袋物製造業

毛皮製造業

その他のなめしかわ製品製造業

ガラス ・同製品製造業

セメソト ・同製品製造業

建設用粘土製品製造業（陶磁器製を除く）

陶磁器 ・同関連製品製造業

耐火物製造業

炭素 ・黒鉛製品製造業

研摩材 ・同製品製造業

骨材 ・石工品等製造業

その他の窯業 ・土石製品製造業

高炉による製鉄業

高炉によらない製鉄業

製鋼及び圧延業

製鋼を行わない鋼材製造業（表面処理鋼材
を除く）

表面処理鋼材製造業

鍛鋼 ・鍛工品 ・鋳鋼製造業

銑鉄鋳物製造業

その他の鉄鋼業

非鉄金属第１次精錬 ・精製業

非鉄金属第２次精錬 ・精製業（非鉄金属合
金製造業を含む）

非鉄金属 ・同合金圧延業（抽伸，押出しを
含む）

非鉄金属鋳物製造業

電線 ・ケーブル製造業

その他の非鉄金属製造業

ブリキカソ ・その他のめ っき板等製品製造
業

洋食器 ・刃物 ・手道具 ・金物類製造業

暖房装置　配管工事用附属製品製造業

建設用 ・建築用金属製品製造業（製かん板
金業を含む）

金属打抜 ・被覆 ・彫刻業，熱処理業（ほう
ろう鉄器を除く）

金属線製品製造業（ねじ類を除く）

ボルト ・ナ ット ・リベット ・小ねじ ・木ね
じ等製造業

その他の金属製品製造業

（７２ユ）



１６４

犬分類

Ｆ　製造業

立命館経済学（第３２巻 ・第５ ・６合併号）

中　　分　　類

３４一般機械器具製造業

３５電気機械器具製造業

３６輸送用機械器具製造業

３７精密機械器具製造業

３８武　器　製　造　業

３４１

３４２

３４３

３４４

３４５

３４６

３４７

３４８

３４９

３５１

３５２

３５３

３５４

３５５

３５６

３５７

３５９

３６１

３６２

３６３

３６４

３６５

３６９

３７１

３７２

３７３

３７４

３７５

３７６

３７７

３８１

３８２

３８３

３８４

３８５

３８６

３８７

小　　　　分　　　　類

ボイラ ・原動機製造業

農業用機械製造業（農器具を除く）

建設機械 ・鉱山機械製造業（建設用 ・農業
用・ 運搬用トラクタを含む）

金属加工機械製造業

繊維機械製造業

特殊産業用機械製造業

一般産業用機械 ・装置製造業

事務用 ・サーピス用・民生用機械器具製造業

その他の機械 ・同部分品製造業

発電用 ・送電用 ・配電用 ・産業用電気機械
器具製造業

民生用電気機械器具製造業

電球　電気照明器具製造業

通信機械器具　同関連機械器具製造業

電子応用装置製造業

電子計測器製造業

電子機器用及び通信機器用部品製造業

その他の電気機械器具製造業

自動車 ・同附属品製造業

鉄道車両　同部分品製造業

自転車 ・同部分品製造業

船舶製造 ・修理業，舶用機関製造業

航空機 ・同附属品製造業

その他の輸送用機械器具製造業

計量器 ・測定器 ・分析機器 ・試験機製造業

測量機械器具製造業

医療用機械器具　医療用品製造業

理化学機械器具製造業

光学機械器具 ・レソズ製造業

眼鏡製造業（わくを含む）

時計 ・同部分品製造業

銃製造業

砲製造業

銃弾製造業

砲弾製造業（装てん組立業を除く）

銃砲弾以外の弾薬製造業（装てん組立業を
除く）

弾薬装てん組立業（銃弾製造業を除く）

特殊装甲車両（銃砲をとう載する構造を有
する装甲車両であ って，無限軌道装置によ
るもの） ・同部分品製造業

（７２２）



京都における製造企業の現況（２〕（若林） １６５

大分類１中分類 　１　　 小　 分　 類

１３・・その他の武器製造業

３９１貴金属製品製造業（宝石加工を含む）

３９２楽器 ・レコード製造業

３９３がん具 ・運動競技用具製造業

Ｆ　製造業 ３９その他の製造業
…盛圭鉛筆 ’絵画用品 ’その他の事務用品

…瀧蜜讐髄嘉も ’同関連品製造業

３９６　プラスチ ック製品製造業（別掲を除く）

３９７漆器製造業

３９９他に分類されない製造業

“　印は，日本標準産業分類の小分類を分割したものである 。

（７２３）



ユ６６ 立命館経済学（第３２巻 ・第５ ・６合併号）

→ヒ　　　　部

◎　丹　　　　　後一

株　　式
上場市場

名 称 郵便　　 所　　在　　地
番号

電話番号

（２０）

東１
，

犬１ ，京
グソゼ（株）宮津工場 １…宮津市字惣… ０７７２２－２－５１１１

笠場市姦１
名 称 １欝 所 在 地 電話番号

（２０）

１丹後織物工業簾加工場１・・ト・・与謝郡カ晩町字雌… ０７７２４－２－６２７１

（２８）

１岩滝化学（株） １・・ト・・与謝郡岩滝町字男山・… ０７７２４６－２５６０

（３１）

１大江山
一ツケル（株）

１・・卜・・与謝郡岩滝町字弓木・…
０７７２４６－３１２１

埜場市蓬１
名 称 １難 所 在 地 電話番号

（２０）

１吉村機業（株） １…

中郡峰山町字泉１１７１ ０７７２６－２－０００３

１丹後織物工業鞍加工場１ ６２９－２５中郡大宮町字河辺３１８８ ０７７２６－４－２４９０

（３４）

埜場市姦１
名 称

郵便　　 所　　在　　地
番号

電話番号

（２０）

三共織物（株）

丹後織物工業組合
網野カロエ場

６２９－３１竹野郡網野町字網野６７６ ０７７２７－２－０５２７

６２９－３１竹野郡網野町字網野２６５ ０７７２７－２－２０２９

埜場市姦１
名 称　１灘　　所　 在　 地 電話番号

（２１）

目本スポーツウー
ア（株）１…一・・熊野郡久美浜町字久美浜… ０７７２８－２－１２３１

（７２４）



京都におげる製造企業の現況（２）（若林） １６７

地　　　　域

イ． 宮　　津　　市

薙纂奔斎蓼姦薯嚢護轟霧１ 備　　　　　　　　　　　　考

２　　３　　　　９ …１１天プ紹滞燦総瑞 ｉ〕
デｇ

聡螺
万円）・◎６００

口． 与謝郡（カ｝院町，岩滝町，伊根町，野田川町）

籔鰯灘萎籔劉 備 考

６　　３ ７ ・…１

２　　１　　０５ ７ ・…１

２　　１　０８ ７
・・１・１

ハ． 中郡（峰山町，大宮町）

経営本支資本従業事業所
織所別金額者数産業分類

備 考

２ ２　　０７ ７ ・…１ ¢絹小幅 ・広幅織物，＠（全杜１１３人〔Ｓ ．５７ ．５〕），＠（全杜３，１２９

万円〔Ｓ ．５７ ．５〕）

６ ３ ７ ・…１

２ ２　　０８ ９ ・…１窪盗潔在飾二る灘輸 〔雪辮餅）〔本

二． 竹野郡（網野町，丹後町，弥栄町）

鱗繍籔蟻奮轟劉 備　　　　　　　　　　　　　考

２　　２　　０７　　７　　Ｆ２０４ ◎絹小布織物，絹染加工品，＠本杜 ・本杜工場，＠（全杜１７２人）
，

　（全杜４，５５７百万円）

６　　３　　　　７　　Ｆ２０６

ホ． 熊野郡（久美浜町）

鱗講籔蟻菱轟劉 備　　　　　　　　　　　　考

２　　１　　０５　　７　　Ｆ２１１

（７２５）



１６８
立命館経済学（第３２巻 ・第５ ６合併号）

＠　中　　　　丹一

株　　式
上場市場 名 称 郵便

番号　　所　　在　　地 電話番号

（１８～１９）

１福知山
フーズ（株） ６２０　福知山市笹尾１３７・２ ０７７３－２２－３１２６

（２０）

福知山グソゼ（株） ６２０　福知山市中 ノ町１７０ ０７７３－２２－３１６１

（２４）

１（株汁條キが去嘉工場１…
福知山市長田野町１・５４ ０７７３－２７－６３１１

（２６）

東１
，

大１ ，京

天藤製薬（株）

（株）ミトリ十字

オサダノエ場

６２０　福知山市篠尾９９５ ０７７３－２２－１１００

６２０　福知山市長田野町２・１１ ０７７３－２７－４３０１

（３０）

（株）昭和電極京都工場 ６２０　福知山市長田野町３－２６ ０７７３－２７－２４１１

（３１）

葵１：京１（株）神戸製鋼暮知山工場１…
福知山市長田野町３－３６ ０７７３－２７－２１３１

（３２）

東１
，

大１

（株）タ ッタ電線
　　　　　福知山工場
（株）ヒニソ電工

長田野工場

６２０　福知山市長田野町３－１７ ０７７３－２７－３３３１

６２０　福知山市長田野町１－１４ ０７７３－２７－１１８５

（３３）

１目鉄溶接工業鶴山工場１… 福知山市篠尾湯原９６１ ０７７３－２２－３１３１

（３４）

大２

アキツエ業（株）

（株）三精輸送機

　　　　　福知山工場

新光産業（株）

（株）田葉井製作所
〔→タバイユスベッ ク（株）〕

（株）ベツセル福知山

６２０　福知山市字土１ ０７７３－２７－２８０１

６２０　福知山市長田野町２・４５

６２０　福知山市笹尾小字譲り４－３

０７７３－２７－１２１１

０７７３－２２－５８１８

６２０ 福知山市長田野町１・７ ０７７３－２７－３１３１

６２０ 福知山市土師宮町１－７６ ０７７３－２７－６３８５

（３５）

芙１：京１（株）湯綴田野製作所１… 福知山市長田野町１－３７ ０７７３－２７－２７５１

（７２６）



京都における製造企業の現況（２〕（若林） １６９

イ． 福　知　山 市

鱗繍蟹蟻奮轟劉 備　　　　　　　　　　　　考

・・・・・・…１

・・・・・・…１霊惚轟滋鵬縫警峨機嚇差壌金
（ｓ５８

３ ・…１雅鞠晶盗誠盤階 。踏地蝦竺東寮１７１人

２　　２　０６　　７
・・１・１

２　　３ ７ ・…１電餓塾 。弼：銘釜７曝臨黒４鍬繧鶉令

２　　３ ７　　Ｆ３０６
◎人造黒鉛電極，　敷地４９１千ｍ２ （唯一の工場），＠３５６人〔企業

内笛力会杜１２６人を含む〕（Ｓ ．５８．４），＠（全杜１４１億円〔Ｓ ．５７．３〕）

・本杜＝尼崎市

２　　３ ・・…１鱗鼠髄紙搬２轟照モ郷百碑詮籍余

２　　３ ７　　Ｆ３２５

２　　３ ７　　Ｆ３２５

◎通信用ケーブル，＠２４１／４５５（千ｍ２）， ＠２，０４６／６，７５３（百万

円），＠１２２人（Ｓ ．５８ ．４） ，（…）（全杜４０１億円〔Ｓ ．５７．３〕）・ 本杜：

東大阪市
◎船舶用電線，◎敷地３０．６千ｍ２，＠９６人（Ｓ ．５８．４），　（全杜
４， ９４６百万円〔Ｓ５７３〕）　 ・本杜＝大阪市

２　　３ ・・…１

２　　１　　０６　　７　　Ｆ３４１

２　　３ ７　　Ｆ３４７

２　　１　　０４　　７　　Ｆ３４８

２　　３ ７　　Ｆ３４７

２　　１　　０５　　７　　Ｆ３４４

◎ニレベータ ，遊戯機械，　３８／１３（千ｍ２）， ゆ９７／７２８（百万円）
，

◎１３５人（企業内協力会杜７１人を含む），＠（全杜８，３５８百万円〔Ｓ
５７．１〕）　 ・本杜＝吹田市

◎環境試験器，　敷地５４８千ｍ２，　１７９人〔企業内協力会杜２
人を含む〕，＠（全杜８，７７４百万円〔Ｓ５６１２〕）　 ホ本杜＝大阪市

２　　３ …　 １・１瞬熟欝：維概毒静…． 継縦痒鶉鮎

（７２７）



１７０
立命館経済学（第３２巻 ・第５ ・６合併号）

◎中　　　　丹一
埜場市嚢１

名 称１饗　　所　 在　 地 電話番号

（３７）

１（株）ウユスト 麗野工場１… 福知山市長田野町２－１７ ０７７３－２７－０１３１

（２０）

東１
，

犬１ ，京

河田産業（株）

大和紡績（株）舞鶴工場

６２５　舞鶴市北浜町３－２ ０７７３－６２－３５５１

６２４　舞鶴市字高野由里８２ ０７７３－７５－０８２０

（２１）

サソコー繊維工業（株）

タイセイ（株）

（株）ファヅンヨソ福林

６２５　舞鶴市南浜町１３－６ ０７７３－６２－４５６８

６２５　舞鶴市南浜町１３ ０７７３－６４－１１１１

６２５　舞鶴市南浜町１－５ ０７７３－６２－０５７８

（２２）

日本木材化工（株）

林ベニヤ産業（株）

舞鶴工場

丸玉産業（株）舞鶴工場

６２５－０１舞鶴市字中田小字村下１１０

６２５－０１舞鶴市字平１０００

０７７３－６８－０３２１

０７７３－６８－０３０６

６２５－０１舞鶴市字平小字中嶋１１５７ ０７７３－６８－０２０１

（２６）

１日之出化学工業鶏工場１… 舞鶴市字倉谷６６０ ０７７３－７５－１４５０

（３０）

東１
，

大１ ，京
目本板硝子（株）舞鶴工場

（株）ハイミラー

６２５　舞鶴市字大波下浜田２５５

６２５　舞鶴市字大波下浜田２５５－１３

０７７３－６２－２３５１

０７７３－６２－２５４８

（３４）

１日立造船産業（襲鶴工場１… 舞鶴市字倉谷１３５０ ０７７３－７５－２１３０

（３６）

東１
，

大１ ，京
目立造船（株）舞鶴工場 ６２５　舞鶴市字余部下１１８０ ０７７３－６３－１０００

（７２８）



京都における製造企業の現況（２）（若林）
１７１

イ． 福　知　山 市

鱗繍籔蟻護轟劉 備 考

２　　３ ・・…
佛動車電球◎敷地３４７千帖¢３７０人（Ｓ５８４）雌＝大

口， 舞　　鶴 市

鰯繍鶏警萎蓬轟劉 備 考

２　　２　０５　　７

２　　３

・…１

・… ぼ苧鰹９麟５１顯〕戸 １・ ２６９／１・６３９（百万円け９７

２　　２　　０６　　７　　Ｆ２１２

２　　１　０６　　７　　Ｆ２１１

２　　１　０５　　７　　Ｆ２１１

◎紳士 ・ダスター・ レイソ各コート ，　（全杜１５８人），　（全杜
７７１百万円）〔Ｓ ．５７ ．４〕　

ホ本杜 ・工場（他に事業所ナシ）

２　　１　０８　　７
・…１

２　　３ ７

２　　３ ７

・…１

・…１蹄（静ぷ以
海塞鱗鱗缶＠（全杜２２０億円

２　　３ ・・…１煽聖紗
全杜１９３人）・飢全杜６・８２４百万円〔Ｓ５７３〕）

２　　３ ９　　Ｆ３０１

２　　１　０６　　７　　Ｆ３０１

○フロート　合わせ ・型板　強化カラス 等， 　６６５／２４８（千ｍ２ ），

＠８，７８７／１６ ，１１５（百万円），　９２０人〔Ｓ ．５８ ・８〕，　（全杜１，６８４億

円〔Ｓ ．５７ ．３〕）

２　　３ ・・…１

２　　３ Ａ　　Ｆ３６４

○新造船　改修船，機械 ・舶用機械　フラソト等，　６４６／１４６

（千ｍ２ ）， ＠２，５４８／７，６３９（百万円），　１，８３８人，　（全杜４，８４０億

円〔Ｓ ．５７ ．３〕）

（７２９）



１７２
立命館経済学（第３２巻 ・第５ ・６合併号）

◎　中　　　　丹一
至場市毒１

名 称　１灘　　所　 在　 地 電話番号

（２０）

東１
，

大１ ，京

綾西グソゼ（株）

綾部紡績（株）

亀井織物（株）綾部工場

グソゼ（株）本工場

６２３－０２綾部市栗町佃１ ０７７３－４７－０２１１

６２３　綾部市宮代町宮下２１ ０７７３－４２－１０１０

６２３　綾部市味方町寺山１ ０７７３－４２－１８００

６２３　綾部市青野町膳所１ ０７７３－４２－３１８１

（２４）

１タマヤ（株） １… 　綾部市青野町下八ケロ・・
０７７３－４２－１８５１

（２９）

１綾部／一ヨーゴム（株）
６２３－０２綾部市栗町沢１１５ ０７７３－４７－０２２１

（３３）

犬１ ，京 目東精工（株） ６２３　綾部市井倉町梅ケ畑 ０７７３－４２－３１１１

東１
，

（３５）

大１
神栄（株）綾部工場 １…綾部市西町二丁目北大坪

０７７３－４２－０５０１

（３６）

１豊栄化工（株） １…綾部市大島町中地・・一・
０７７３－４２－３１８０

株 式
上場市場

名 称　１襲　　所　 在　 地 電話番号
（２０）

１（株）／まがい １…一・・天田郡三和町字芦淵…
０７７３５８－３０１５

埜場市姦１名 称　１襲 所　　　在　　　地 電話番号

（ナ シ）

（７３０）



京都におげる製造企業の現況（２）（若林） １７３

ハ． 綾　　部　　市

経営本支資本従業事業所
組織所別金額者数産業分類

備　　　　　　　　　　　　考

２　　１　０３　　７ ・… トグソゼ（株）の非連結子会杜

２　　１　０８　　８ ・…１夢瞥職轡蝸畿粋
ノデ（全舐０９５百万円〔ｓ

２　　３　　　　　７ Ｆ２０９

２　　３ ９　　Ｆ２０５

◎カーペット ，　（全杜６７人），＠（全杜７，６２４百万円）　 “本杜：

大阪市
◎靴下，＠２３１／４５（千ｍ２ ）， 　８５６／１ ，２０５（百万円），　４８３人（Ｓ

５７ ．１１），　（全杜１，５２０億円〔Ｓ ．５７ ．１１〕）

・・・・・・…１¢（本杜のみ），飢全杜…人），＠（全杜・，・舶万円）

・・・・・・…１

２　　２　　０９　　９　　Ｆ３３７
◎ファスナー 産業機械，計器，◎１２８／３１６（千ｍ２ ）， ＠１．１４２／

２， ３８２（百万円），＠７３５人，　（全杜１６５億円〔Ｓ ．５７．１２〕）・ 本杜

工場

２　　３ ・・… 陪邦忽８珊薮覇１瀦〔聡７賊尖潔舗

・・・・・・…１

二． 天田郡（三和町，夜久野町）

鶴舗籔蟻蓬轟劉 備　　　　　　　　　　　考

・・・・・・…ｉ
ホ． 加佐郡（大江町）

鱗繍籔蟻妻轟劉 備　　　　　　　　　　　　考

（７３１）



ユ７４ 立命館経済学（第３２巻 ・第５ ・６合併号）

中　　　　部

埜場市毒

◎　南 丹一

名 称１繋　　所　 在　 地 電話番号

（２０）

東１
，

大１ ，京
グソゼ（株）亀岡工場

渡文（株）亀岡工場

６２１　亀岡市余部町新堂１０ ０７７１２－２－５５５１

６２１　亀岡市大井町北金岐柿木原町２３－１ ０７７１２－３－１０１１

（３２）

１開明伸銅（株）
６２１　亀岡市大井町並河下長２１ ０７７１２－３－６１１１

（３３）

一志螺旋（株） １…一・・鯛市西別院町柚原小原ケ谷１・ ０７７１２－７－２１４１

（３５）

葵１１京１目本 コソデ ソサ毒畿１…

１目本電産（株）亀岡工場

亀岡市古世町垣内尻１－１

１…一・・亀岡市宮１１１町猪倉箱谷・

０７７１２－２－５５４１

０７７１２－６－２０５５

（３６）

１太陽機械（株）亀岡工場 １・・１亀岡市曽我部町南条中向田・ ０７７１２－４－１１３１

埜場市姦１
名 称

垂厚便

番号　　 所　　在　　地 電話番号

（３５）

１黒井電機（株） １…一・・船井郡丹波町大字豊田小字千原・・
０７７１８－２－１１３０

埜場市毒１名 称１襲 所　　　在　　　地 電話番号

（ナ シ）

南　　　　部

　◎　京　　都　　市一

埜場市嚢１
名 称　１繋　　所　 在 地 電話番号

（２０）

葵１：京 （株）川島織物紫野工場

坂下織物（株）

６０３　京都市北区紫野雲林院町８３ ４４１－２１４１

６０３　京都市北区鷹峯上ノ町３９ ４９１－２５９４

（７３２）



京都におげる製造企業の現況／２）（若林） １７５

地　　　　域

イ． 亀　　岡　　市

鱗縞籔蟻菱姦劉 備　　　　　　　　　　　　　考

２　　３ ８　　Ｆ２０５

２　　３ ７　　Ｆ２０４

○メリヤス製品，　４５／２１（千ｍ２）， ＠１３１／２９７（百万円），＠２３３人
，

　（全杜１，５２０億円〔Ｓ ．５７．１１〕）

◎正絹帯地，＠（全杜３４８人），＠（全杜２，９１９百万円〔Ｓ ．５７．１〕）

ホ本杜＝京都市上京区

２　　１　　０７　　７　　Ｆ３２３

２　　２　　０６　　７　　Ｆ３３７

２　　３ ８　　Ｆ３５７

２　　３ ７　　Ｆ３５１

○半導体 コソ デンサ，ハイブリットＩｃ，＠３７／９（千ｍ２）， ＠４７５／

７３８（百万円），¢１６９人，　（全杜３２７億円〔Ｓ ．５８ ．３〕）

◎（全杜）小型精密モータ ，　（全杜３６０人），（蔓）（全杜４，５３４百万円
〔Ｓ ．５７ ．３〕）

２　　３ ７　　Ｆ３６１

口． 船井郡（園部町， 目吉町，八木町，瑞穂町，丹波町，和知町）

鰯轟籔蟻蓬姦劉 傭　　　　　　　　　　　　　考

２　　３ ・・…１

ハ． 北桑田郡（京北町，美山町）

鱗舗蟹蟻蓬轟劉 備　　　　　　　　　　　　　考

地　　　　域

イ． 北　　　　区

灘繍驚薯嚢妻轟劉 備　　　　　　　　　　　　考

２　　３ ７　　Ｆ２０４

２　　２　　０６　　７　　Ｆ２０４

○車靹用裂地，壁 ・口 子張地，カーテソ，　７，７／６ ．８（千ｍ２），

＠２２／１５３（百万円），　１９２人　（全杜５０５億円〔Ｓ ．５８ ．４〕）

（７３３）



１７６ 立命館経済学（第３２巻 ・第５ ・６合併号）

◎京　　都　　市’

笙場市毒１
名 称

郵便番号

所 在 地 電話番号

（２０）

Ｉ（株）しょうざん織物
１…

京都市北区衣笠鏡石町４７ ４９１－５１０１

１（株）藤井繊維
１６０３ 京都市北区平野宮本町５ ４６３－８１１１

１宮田織物（株）原谷工場１ ６０３ 京都市北区大北山原谷乾町８１－２ ４６２－８２２４

（３７）

葵１：京１（株）島津製作所紫野工場 ６０３ 京都市北区紫野西御所田町１ ４３１－２１１１

１太陽精機（株） Ｉ６０３ 京都市北区紫野花ノ坊町３０ ９２１－９２１１

埜場市毒１名 称　１　　　　郵便　　　　番号　　 所　　在　　地 電話番号

（１８～１９）

（株）春陽堂

（株）俵屋吉富

（株）鶴屋吉信

６０２

６０２

６０２

京都市上京区目暮通り丸太町上ル西入ル
　西院町７４７

京都市上京区室町通上立売上ル
　室町頭町２８５－１

京都市上京区今出川通西堀川西
　船橋町３４０・１

８１１－８１４１

４３２－２００５

４４１－０１０５

（２０）

いづくら（株）

（有）帯屋捨松

加　　納（株）

（株）大松機業店

６０２

６０２

京都市上京区上立売室町西入ル上ル
　裏風呂町３７０

京都市上京区笹屋町通大宮西入桝屋町６０９

６０２　京都市上京区上立冗堀川東入堀之上町１９

６０２　京都市上京区五辻通七本松西入老松町１０３

４４１－２１２３

４３２－１２１６

４４１－０５５６

４６３－３２２１

（２５）

１（株）顎化学 　　　京都市上京区東堀川通一条上ル６０２

　　　　竪富田町４３６－５
４３２－１１５１

（３４）

東１
，

大１ ，京
大日本スクリーソ製造（株） ６０２ 京都市上京区堀川通寺ノ内上ル

　天神北町１
４３２－１１２１

笹場市毒１
名 称 １欝 所 在 地 電話番号

（１８～１９）

１（株）聖護院八ソ
橋総本店

１…

京都市左京区聖護院山王町６ ７６１－５１５１

１（株）大
安

１…

京都市左京区岡崎南御所町４５ ７６１－０２８１

１（株）土井志ぱ漬本舗 １・・ト・・京都市左京区八瀬花尻町・・ ７４４－２３１１

（７３４）



京都における製造企業の現況（２）（若林） １７７

イ． 北　　　　　区

鶴繍灘萎蓬簸 備 考

２ ２　０４ ７ ・…１

２ ２　０８ ７ ・…１腎繁瀞 徽瓶雌杜３９１人Ｈ（全凱０７０百万円

２ ３ ７ ・…１

２ ３ ７　　Ｆ３７１
◎計測機器＠１ｚ６／８．５（千ｍ２ ）， 　６３／５２５（百万円）

．５８ ．３〕

＠１７６人

２ ２　０５ ７　　Ｆ３７１

口． 上　　京　　区

鶴繍鶉蟻護姦劉 備　　　　　　　　　　　　考

２　　２　　０７　　７
・１・・１

２　　２　０５　　７ Ｆ１８７

２　　２　０６　　８
・１・・１９難子土窪（全杜４４８人）凧全批０３９百万円〔Ｓ ・肌３〕）

２　　２　　０１　　７ ・…１

３　　１　０４　　７ ・…１

２　　１　０５　　７ Ｆ２０４

２　　１　　０５　　７　　Ｆ２０４

２　　２　　０８　　７　　Ｆ２５３ ○トラソプ ・カタロ グ・ ポスター印刷，建材用化粧板等，＠（全
杜１２９人），＠（全杜１９２７百万円〔Ｓ５６１２〕）　 ホ本杜　工場

・・・・・・…１雛騎徽叡鵠総暫絆・瑚千５悔８３（百万円）
・

ハ　左　　京　　区

経営本支資本従業事業所
織所別金額者数産業分類

備 考

２　　２　０５ ７ Ｆ１８７

２　　２　０５ ７
・１・・１

２　　２　０６ ７
・１・・１

（７３５）



１７８ 立命館経済学（第３２巻 ・第５ ・６合併号）

◎京　　都　　市一

埜場市套１
名 称 １襲 所　　　在　　　地 電話番号

（２０）

東１
，

大１ ，京
（株）川島織物

杉本練染（株）

１…一・・京都市左凪区静市市原町…

１…

７４１－３１１１

京都市左凪区高野蓼原町１ ７８１－３１１１

埜場市姦１
名 称 郵便

番号　　 所　　在　　地 電話番号

（１８～１９）

（株）鼓　　月

（株）志津屋

（株）春陽堂

進々堂製バ：■（株）

　　　　　　寺町工場

６０４ 京都市中京区西ノ京内畑町３ ８０２－３３２１

６０４ 京都市中京区二条通河原町東入
　樋之口町４５１

２２２－０００１

６０４ 京都市中京区西ノ 京上平町２ ８０２－５２１１

６０４　京都市中京区竹屋町通寺町東入藤木町３３ ２３１－４３６１

（２０）

東２
，

大２

京都捺染工業（株）

（株）龍村美術織物

東海染工（株）京都事業所

６０４　京都市中京区壬生賀陽御所町３ ８４１－Ｏ０８５

６０４　京都市中京区壬生森町２９ ８０２－３２５１

６０４　京都市中京区壬生辻町３１ ８４１－４３５１

（２５）

東１
，

大１ ，京

（株）京都新聞杜

目本写真印刷（株）

６０４　京都市中京区島丸通竹屋町下ル
　　　　少将井町２３９京都新聞ピル

２２２－２１１１

６０４　京都市中京区壬生花井町３ ８１１－８１１１

１（株）便利堂 １…　　京葬蕗実喬轟許町通竹屋町下ル ２３１－４３５１

（２６）

１凪都薬品工業（株） １…京都市中京区西ノ京月輪町・・ ８０２－３３７１

（３４）

１（株）菊水製作所 １…京都市中京区西ノ京南上合町１・・ ８２１－１０１２

（３５）

東１
，

大１ ，京
（株）島津製作所三条工場

（株）宮木電機製作所

６０４　京都市中京区西ノ京桑原町１ ８１１－１１１１

６０４　京都市中京区西ノ京原町９７ ８４１－５３２１

（３６）

１（株）佐藤製作所 １…京都市中京区西ノ夙南餅町・・ ８１１－２１３１

（７３６）



京都における製造企業の現況（２）（若林） １７９

ハ． 左　　京　　区

鱗繍簸蟹護轟劉 備　　　　　　　　　　　考

２　　２　０７　　９ ・…１鰯磯誰舌）， 欝入惣８弊＠５１／２３（千ｍ２入

２　　２　０７　　７ ・…１

二． 中　　京　　区

鱗繍籔蟻奮轟劉 備　　　　　　　　　　　　考

２　　２　０５　　７　　Ｆ１８７

２　　２　０８　　７　　Ｆ１８７

２　　３　　　　　８ Ｆ１９２

◎ハソ，洋菓子，　（全杜２３３人），＠（全杜２，６２４百万円）〔Ｓ５６

１２〕　 ホ本杜 ・工場

２　　３　　　　　７
・１・・１

２　　２　　０７　　７　　Ｆ２０６

２　　２　０６　　７　　Ｆ２０４

２　　３ ７　　Ｆ２０６

％錯鼎
冨〔

摺瞥事籍工＠（全杜１８３人い（全杜

Ｏ（全杜）自動車 ・室内装飾裂地，帯地，その他美術織物，＠（全
杜２４２人） ，（蔓）（全杜１２０億円）　 ホ本杜
○綿　合繊綴砺　７５／１３（千ｍ２）， ゆ２２１百万円（機械装置），＠
１６２人，＠（全杜１８８億円）　 ホ本杜＝愛知県西春日井郡

２２０８ＡＦ２５１

２　　２　　０９　　９　　Ｆ２５３

２　　２　０１　　７　　Ｆ２５３

　（全杜１ ，２３５人），◎（全杜１９５慮円〔Ｓ ．５７．３〕）　 ・本杜

◎（全杜）書籍，商業印刷物，特殊印刷関連等，　５２６／３３７（千
ｍ２）， ゆ１ ．１３８／２，６９５（百万円），　７４３人，　（全杜２１１億円〔Ｓ
５８．３〕）　 ・本杜 ・工場

・・・・・・…１耀早土霧（全杜９２人）”（全批１７８百万円〔ｓ ・舳〕）

・・・・・・…１

２　　３ Ａ　　Ｆ３５５

２　　２　　０７　　７　　Ｆ３５］

¢計測機器，医用機器，航空 ・産業機器，◎１８８／１３２（千ｍ２），

＠
２． ０３１／９，２８０（百万円），＠２，６９３人（本杜 ・支店を合む）〔Ｓ５８３〕

◎高低圧配電盤，各種開閉器，溶接関連装置，＠（全杜１５７人）
，

＠（全杜２，３９８百万円〔Ｓ５６１１〕）　 ホ本杜 ・工場

・・・・・・…１哨区（・・）の該当箇所を見よ・鮎杜…人）雌

（７３７）



１８０
立命館経済学（第３２巻 ・第５ ・６合併号）

◎京　　都　　市一
笠場市毒１

名 称１講　　所　 在　 地 電話番号

（３７）

東１
，

大１ ，京
（株）島津製作所

（株）富永製作所

６０４　京都市中京区河原町通二条下ル
　　　　ーノ 船入町３７８

２５１－２８２０

６０４　京都市中京区西ノ凧南両町８８ ８０２－１１８１

埜場市窺 名 称 １磐 所　　　在　　　地 電話番号

（２６）

Ｉ欄府赤十孟液セソター１… 夙都市東山区大仏南門三十三問堂
廻町６４４

５３１－０１１１

東１

，京
三洋化成工業（株） ６０５ 京都市東山区一橋野木町１１－１ ５４１－４３１１

（３７）

１松

誰麟蹴
１…

京都市東山区福稲上高松町１１ ５６１－１１１２

（３８）

大・ ・京１任天堂（株）本杜工場 １…

京都市東山区福稲上高松町６０ ５４１－６１１１

埜場市毒１
名 称１欝　　所　 在　 地 電話番号

（１８～１９）

１京都サソ１（株）

棄１：京１宝酒造（株）本杜事務所

６００ 京都市下京区不明門通七条下ル
　東塩小路町７３６

３７１－４１２１

６００ 京都市下京区四条通東洞院東入
　立冗西町６０　日本生命四条ビル

２１１－７１３１

（２０）

１第一綿業（株） １…京都市下京区西七条比輸田町・・ ３１２－６４４１

（２１）

東１
，

大１ ，京

ソジタイ（株）

（株）ワコール本杜工場

６００　京都市下京区仏光寺通猪熊西入酉田町６０１８０１－５１１１

６００　京都市下京区七条御所ノ内中町７ ３１３－３１３１

（２５）

大平印刷（株）

（株）第一紙工

大目本製本紙工（株）

６００　京都市下京区西七条掛越町５５ ３１３－７１４１

６００　京都市下京区西七条比輪田町６ ３２１－２３４８

６００　京都市下京区西七条西石ケ坪町１８ ３１３－５１２８

（７３８）



京都における製造企業の現況（２）（若林） ユ８１

二． 中　　京　　区

鱗繍鐵蟻護轟劉 備　　　　　　　　　　　　　考

２　　２　　１０　　７　　Ｆ３７１

２　　２　　０７　　７　　Ｆ３７１

¢（上記 ，同杜三条工場を見よ），　２１／３４（千ｍ２），ゆ合計１０２

百万円，　（上記事項を見よ），＠（全症１， ６７２億円〔Ｓ ．５８．３〕）

ホ本杜

¢カソリソ計量機，＠２４／１８（千ｍ２）， ＠（全杜３７０人），＠（全杜
７２８６百万円〔Ｓ５７３〕）　 ホ本杜　工場

ホ． 東　　山　　区

簸繍籔蟻議劉 備 考

６　　１ ７
・・ｌｌ１

◎繊維用界面活性剤　潤滑油篭　＠２６２／１７７（千ｍ２
），

Ｚ０９４（百万円工＠５４３人（蔓）（全杜４３５薦円〔… ．５８－３〕）

’京都工場

＠８０３／

２　　２ ０９ ９ Ｆ２６５ ホ本杜

２　　２ ０８ ８ 醐・１照鱗終辮憾嬰
杜３６０人入＠（全杜

２　　２ ０９ ７ ・…１塞汎も（銘鵠維
ｇ４６８１！千

雅£５鵠８（百万円）

へ． 下　　京　　区

鱗舗籔蟻蓬轟劉 備　　　　　　　　　　　　考

２　　１　０５　　７　　Ｆ１８７

２　　２　１０　　７　　Ｆ１８９
◎（全杜）清酒，みりん，しょうちゅう等，　９１／１１（千ｍ２ ），

＠４／１ ，５９９（百万円），＠１８５人，＠（全杜７６３億円〔Ｓ ．５８．３〕）

２　　２　　０７　　７　　Ｆ２０９
◎（全杜）寝具，呉服，イソテリア，製綿，　（全杜１７０人），（蔓）（全

杜４，０３６百万円〔Ｓ ．５７ ．５〕）　 ホ本杜

２　　２　０５　　７
・・１・１

２　　３　　　　　８ ・… 階孫二る欽篶毛デ
・＠３２／８５（千ｍ２岬６／２６０

２　　２　　０６　　７ ・…
ト賓酒造（株）の非連結子会杜

２　　２　　０７　　７ Ｆ２５３

２　　２　　０７　　７　　Ｆ２５５

¢（全杜）折込チラ １■，紙袋，　（全杜４０２人），＠（全杜１０４億円

〔Ｓ ．５７．９〕）　 ホ本杜
¢（全杜）製本，紙 ・印刷，　（全杜１５１人），　（全杜１，８５４百万円

〔Ｓ ．５７．４〕）　 ホ本杜 ・工場

（７３９）



１８２
立命館経済学（第３２巻 ・第５ ・６合併号）

◎京　　都　　市一

竺場市覇 名　　 称 郵便
番号　　所　　在　　地 電話番号

（２６）

葵１：京／ 第一工業製薬（株）

第一工業製薬（株）

京都工場

６００　京都市下京区西七条東久保町５５ ３１３－５１３１

６００　京都市下京区西七条東久保町５５ ３１３－５１３１

（２８）

（株）金陽杜京都工場 １…嫡市下京区中堂寺北町・ ３１１－９１５１

（３５）

黒井電機（株）
１…

京都市下京区西七条八幡町２７ ３１３－５１９１

（株）京滋加工
１… 京都市下京区七条通猪熊東入

　西八百屋町１６０三進ピル
３４３－２７２２

（３９）

大　　十（株） ６００　京都市下京区室町通松原上ル高辻町５９３ ３４１－２２２１

埜場市嚢１名 称１講　　所　 在　 地 電話番号

（１８～１９）

東１
，

大１ ，京

東１
，

大１

（株）おたべ
１…

１・・１

京都市南区西九条高畠町３５－２ ６８１－０２０１

麟麟麦酒（株）

（株）西湖堂

雪印乳業（株）京都工場

京都市南区久世高田町１２６ ９２１－８１１１

６０１ 京都市南区東九条南河辺町８ ６８１－１５１５

６０１　京都市南区吉祥院宮 ノ西町１１ ３１２－１３５１

（２０）

大２ ，京

京都捺染（株）鳥羽工場

阪本練染化学（株）

大同マルタ染工（株）

大目染加工（株）

浜口染工（株）

１・・１

京都市南区吉祥院観音堂南町１ ６９１－２１３１

６０１ 京都市南区吉祥院観音堂南町２ ６９１－７１８１

６０１　京都市南区吉祥院南落合町１２ ６８１－４１５１

６０１　京都市南区東九条南山王町１ ６９１－３１９１

６０１　京都市南区東九条柳 ノ下町５２ ６８１－１３７１

（２１）

葵１：京１

（株）ワコール

物流セソター

（株）ワコール本杜

６０１　京都市南区吉祥院三ノ 宮西町１ ６８１－１１７１

６０１　京都市南区吉祥院中島町２９ ６８１－１１７１

（７４０）



京都におげる製造企業の現況（２）（着林） １８３

へ． 下　　京　　区

鱗繍籔薯萎蓬轟劉 備 考

２２０９ＡＦ２６５

２　　３ ７　　Ｆ２６５

○（全杜）家庭 ・業務 ・工業用石けん ・洗剤，界面活性剤等，　
下記に同じ，＠４９／８８（百万円），　１２９人，（蔓）（全杜３５８億円〔Ｓ

５８．３〕）　 ・本杜

◎家庭用　工業用石けん，家庭用合成洗剤等，　２６５／２０６（千
ｍ２） ，＠６５４／８３２（百万円），　２０９人

２　　３ ・・… 騰擁鶴文チ雛拙鰯〔嵩辮駐蒜

２　　２　　０６　　８　　Ｆ３５３

２　　２　　０３　　７　　Ｆ３５２

２　　２　　０７　　７　　Ｆ３９９

◎（全杜）雨傘バラソノレ，毛皮，ショール ・スカーフ ・マフラｒ
レイソコート　呉服，◎（全杜１０８人），＠（全杜３，８８６百万円〔Ｓ

５７ ．８〕）　 ホ本杜

ト． 南　　　　　区

経営本支資本従業事業所
組織所別金額者数産業分類

備 考

２　　２　０６　　７ ・… 喘鶉笛へ、 雑ソ橋＠（全杜３４人）川全杜１・７８４百万

２　　３　　　　　９ Ｆ１８９

２　　２　０６　　７　　Ｆ１８７

２　　３ ７　　Ｆ１８１

¢ビール，清涼飲料，＠２３２／１６４（千ｍ２ ）， ＠２，７３９／１０３２６（百万

円），　５００人，＠（全杜９，８４８億円〔Ｓ ．５７ ．１〕）　 ホ京都工場

◎市乳　アイスクリーム ，＠（全杜）２３６／５９（万ｍ２），＠（全杜）
２６６／７３４（億円），　（全杜９，１８２人） ，（亘）（全杜４，３５６億円〔Ｓ －５８ ．３〕）

ホ本杜＝札幌 ・東京

２　　２　　０７　　７　　Ｆ２０６

２　　２　　０７　　７　　Ｆ２０６

２　　１　　０８　　８　　Ｆ２０６

・中京区（２０）の該当箇所を見よ 。

¢（全杜）糸 ・生地染色，　（全杜２７０人），（…）（全杜４，０１４百万円

〔Ｓ ．５６ ．１２〕）　 ホ本杜 ・工場

◎綿織物，合繊織物，編物，　３３１／３３６（千ｍ２ ）， ＠１ ，３６１／３ ，７９８

（百万円），＠５８９人，＠（全杜８，２８５百万円〔Ｓ５６１０〕）　 ・本杜

・工場

２　　１　０３　　７ ・…１

２　　２　０８　　７ ・…１

２　　３　　　　　７ ・…１締欄鴛鷲戸
３／２１５（千ｍ２）”１／１ ・３８５（百

２２１０ＡＦ２１２
○（全杜）ファウソ デーツヨソガーメソト ，ラソジ ヱリー ナイ

トウヱ ア等，＠１１ ．４／２０．５（千ｍ２ ）， ＠４７／３，２４５（百万円），　９３０

人， 　（全杜１，０１６億円〔Ｓ ．５７ ．８〕）

（７４１）



１８４
立命館経済学（第３２巻 ・第５ ・６合併号）

◎　京　　都　　市一

埜場市碧 名 称１襲　　所　 在　 地 電番話号

（２５）

東２
，

犬２ ，京

河北印刷（株）
１…

京都市南区唐橋門脇町２８ ６９１－５１２１

佐川印刷（株）
１・・１

京都市南区久世東土川町３９８－３ ９３３－８０８１

土山印刷（株）
１…

京都市南区吉祥院宮ノ東町７ ３１２－１３２１

目本紙工（株）京都工場
１…

京都市南区久世上久世町３４６ ９２１－４３０１

野崎印刷紙業（株）

　　　　　京都第二工場

（株）ＰＨＰ研究所

６０１ 京都市南区久世殿城町２１４ ９３２－４６２１

６０１　京都市南区西九条北 ノ内町１１ ６８１－４４３１

（２６）

東１
，

大１ ，京
目本新薬（株）

山田化学工業（株）

６０１　京都市南区吉祥院西ノ 庄門口町１４ ３１３－４１５５

６０１　京都市南区上鳥羽上調子町１－４ ６９１－４１１１

（３０）

東１
，

犬１ ，京
日本板硝子（株）京都工場 ６０１　京都市南区久世大藪町４６９ ９２１－３１２１

（３２）

京

日本製箱（株）京都工場

三谷伸銅（株）

６０１　京都市南区上鳥羽南唐戸１町９４ ６９１－６１０１

６０１　京都市南区上鳥羽北花名町１ ６８１－３３３１

（３３）

北村鍍金（株）

（株）藤井合金製作所

６０１　京都市南区上鳥羽藁田町１ ６８１－０５４１

６０１　京都市南区上鳥羽花名町１８ ６８１－４５８１

（３４）

大２ ，京

大２ ，京

東１
，

大１

東１
，

犬１ ，思

（株）樫藤鉄工所

京都機械（株）

寿工業（株）

シソポエ業（株）

太陽精機（株）

（株）タクマ京都工場

大目本スクリ

一ソ製造（株） 久世工場

１… 　京都市南区上島羽鴨田町・・ ６９１－９１７１

６０１　京都市南区吉祥院御池町３１ ６８１－６１７１

６０１　京都市南区東九条松田町２ ６９１－８１７１

６０１　京都市庸区久世殿城町３３８ ９２１－７１５１

６０１　京都市南区久世東土川町２４２ ９２１－９２１１

６０１　京都市南区久世殿城町６００－１ ９２１－２１８１

６０１　京都市南区久世築山町４６５－１ ９３４－２８１１

（７４２）



京都における製造企業の現況（２）（若林） １８５

ト． 南　　　　　区

鱗繍籔薯嚢護轟劉 備 考

２　　　２　　０７　　７ ・…１

２　　２　　０５　　７　　Ｆ２５３

２　　２　　０５　　７　　Ｆ２５３

２　　３ ７　　Ｆ２５３

２　　３ ７　　Ｆ２５３

２　　２　　０９　　７　　Ｆ２５２

¢（全杜）手帳，書籍雑誌，印刷ネーム，事務帳票類等，＠（全杜
９９人） ，（蔓）（全杜１７３２百万円〔Ｓ５７５〕）

◎たばこ包装紙 ・グラビア印刷，　１７０人（ハートを含む） ，

＠（全杜５，６６４百万円〔Ｓ ．５８ ．４〕）

◎オフセヅト ，　７９／５３（千ｍ２ ）， ゆ４０８／７８２（百万円） ，＠１１１人
，

（蔓）（全杜！９５億円〔Ｓ ．５７ ．６〕）

２　　２　　０９　　９　　Ｆ２６６

２　　２　　０７　　７　　Ｆ２６３

¢医薬品，食品，◎３３９！４４４（千ｍ２） ，＠３３７／５，７１９（百万円）
，

　８３１人（本杜 ・研究訴を合旨〔Ｓ ．５８ ．３〕） ，（…）（全杜３８８億円〔Ｓ

５８ ．３〕）

２　　３ ・・…１餅石眠絆瓢罫鵠瞭鷲
）１〕

デ煤乞鶏

２　　３　　　　　７
・…１

２　　２　　０８　　８　　Ｆ３２３

¢銅　銅合金，同加工品，アノレミ 型材，　３５６／２２７（千ｍ２），

＠１ ，４５５／２，２５７（百芳円），　３５５人　（全杜１き５億甫〔Ｓ ．５７ ．３〕）

ホ本杜 ・工場

２　　２　　０７　　７　　Ｆ３３５

２　　２　　０７　　７　　Ｆ３３３

○半導体部品用金属め っき，一般工業用め っき，　８８／７４（千

狐措
（本杜を含舳（全杜約・・億円〔Ｓ ・５

デ８〕５

○配管用カスコヅ ク， カス風呂用 コヅ
ク， 温水 コソセソト ，　

１６／７７（千ｍ２） ，¢（全杜２３０人），＠（全杜５，４５８百万円〔Ｓ５７７〕）

ホ本桂 ・工場

２　　２　０８　　７
・…１

２　　１　　０８　　８　　Ｆ３４５

Ｑ染色仕上機械，遠心分離機，フレート式執交換器，　敷地３６５
千ｍ２，¢４００人（本杜を含む），＠（全杜９４総肖〔Ｓ ．５プ５〕）ホ 本注

・工場

２　　２　０８　　７ ・… 冊囎入驚灘。翻～≦２毛脇
ｍ２岬６０／３２７（百万

２　　２　０８　　８ Ｆ３４７

２　　２　　０５　　７　　Ｆ３４８

２　　３ ７　　Ｆ３４１

２　　３ ７　　Ｆ３４６

◎変減速器，工芸 ・精密 ・電子機器，◎１７７／１２６（千皿２） ，　
２６７／６２９（百万円） ，＠４６９人，◎（全杜７３億円〔Ｓ５６ユＯ〕）

◎ＯＡ化機器周辺機，電気計測器等 ，

約３６億円〔Ｓ ．５６隼度〕）

＠１ｏ／４５（千ｍ２），　（全杜

¢設備機械，＠２９／１５（千ｍ２ ）， ＠１４１／７０８（百万円）
，

＠（全汁４９１億円こ… ．５７ ．３〕）

　１３０人
，

Ｑ特殊光学機器 ，

０ユ６１人

　９ ．９／１１ ．６（千ｍ２ ）， ゆ２１６／１ ，２７２（百万円）
，

（７４３）



１８６
立命館経済学（第３２巻 ・第５ ・６合併号）

＠京　　都　　市一

株　　式
上場市場 名　　　　　称 １籔 所　　　在　　　地 電話番号

（３４）

（株）鳥居鉄工所

（株）西村製作所

（株）マルナカ製作所

村田機械（株）

６０１　京都市南区久世築山町３７７・２

６０１　京都市南区上鳥羽南苗代町２１

６０１　京都市南区吉祥院西ノ 庄向田西町１１

６０１　京都市南区吉祥院落合町３

９３３－５９８０

６８１－０３５１

３１３－９１１４

６８１－９１４１

（３５）

東１
，

大１

萎１；

／

朝目レソトゲソエ業（株）

三進特殊電器（株）

（株）電元杜

東洋電機（株）〔京都工場〕

目本電池（株）

　　　　アルカリエ場

目本電池（株）電機工場

目本電池（株）

（株）山城技研工業

和晃技研（株）

６０１　京都市南区久世築山町３７６－３

６０１　京都市南区久世中久町７００－１

６０１　京都市南区吉祥院西浦町２６

６０１　京都市南区上鳥羽鉾立町１１

６０１　京都市南区吉祥院新田一ノ段町５

６０１　京都市南区吉祥院新田三ノ段町１

６０１　京都市南区吉祥院西ノ 庄猪ノ馬場町１

６０１　京都市南区久世築山町３８０－１

６０１　京都市南区西九条豊田町２６

９２１－４３７１

９３１－１１５１

６８１－３７７６

６９１－９１６１

３１２－１２１１

３１２－１２１１

３１２－１２１１

９２１－６３７１

６８１－６２９１

（３６）

須河車体（株）

相互車輌（株）

１相互輔（株）久世工場

６０１　京都市南区久世築山町３７９

６０１　京都市南区西九条東御幸田町１３

６０１　京都市南区久世殿城町５５５

９２１－５３１１

６８１－３１３１

９２１－９２２１

（３７）

東１
，

大１ ，京

（株）京都第一科学

（株）佐藤製作所

（株）ニツシソ

（株）堀場製作所

６０１　京都市南区東九条西明田町５７

６０１　京都市南区久世東土川町２９８－３

６０１　京都市南区唐橋平垣町８

６０１　京都市庸区吉祥院宮ノ東町２

６７２－５３１１

９２２－７１４１

６８１－５３４６

３１３－８１２１

（３９）

東１
，

大１ ，京
積水化学工業（株）

　　　　　　京都工場

第一レース（株）京都工場

６０１　京都市南区上鳥羽上調子町２－２

６０１　京都市南区吉祥院落合町１５

６８１－８５１１

６９１－５１９１

（７４４）



京都における製造企業の現況（２）（若林） １８７

ト． 南　　　　　区

灘鰯籔蟻蓬轟劉 傭 考

２　　２　　０６　　７　　Ｆ３４５

２　　２　　０６　　７　　Ｆ３４７

２　　２　　０６　　７　　Ｆ３４２

２２０８ＡＦ３４５

◎円移織機，糸／巻取機　巻返機，機械用部品，　（全杜１１７人）
，

＠（全杜２０６７百万円〔Ｓ５６１２〕）　 ホ本杜　工場（唯一）

◎ＮＳスリッ ター（自動切断捲取機），＠（全杜１４７人）
，、

＠（全杜
２， ０１６百万円〔Ｓ ．５７ ．３〕）　 ホ本杜 ・工場（唯一）

○（全杜）繊維　工作機械，物流 ：■ステム ，　（全杜２，４００人）
，

　（全杜５４０億円〔Ｓ ．５８ ．５〕）　 ホ本杜

２　　２　　０７　　７　　Ｆ３５５

２　　１　　０６　　７　　Ｆ３５９

２　　１　　０６　　７　　Ｆ３５９

２　　３ ７　　Ｆ３５１

２　　３ ７　　Ｆ３５９

２　　３ ９　　Ｆ３５９

２２１０ＡＦ３５９
２　　１　　０７　　７　　Ｆ３５５

２　　２　　０５　　７　　Ｆ３５２

◎回転機，制御機器，＠４３１／１６３（千ｍ２ ）， ＠３０３／５３２（百万円）
，

＠２８８人，（蔓）（全杜３２６億円〔Ｓ５６５〕）　 ホ本杜＝東京

¢アルカリ電池，＠２５ ．６／１２．５（千ｍ２）， ゆ９３９／１ ，１９８（百万円）
，

　１２５人

◎自動車用鉛蓄電池，水銀灯，整流器，＠８９／６０７（千ｍ２ ），

ゆ
１． ０２４／１ ，９８６（百万円），＠８１８人　（全杜６３３億肖〔Ｓ ．５８ ．５〕）

◎（全杜）鉛蓄電池，アノレカリ蓄電池，水銀灯，整流器，＠９４／

６４．１（千ｍ２ ）， ＠１ ，１７１／３ ，３０７（百万円），＠９８３人（本杜 ・工場）

２　　１　　０６　　７　　Ｆ３６１

２　　２　　０８　　７　　Ｆ３６１

２　　３ ７　　Ｆ３６１

¢各種自動車車体，９．３／４３（千皿２）， ◎１３０人〔Ｓ ．５６〕

｝◎各種トラ ックボデー・ 特殊自動車ボデー 　２５６人，（…）３ ，２８８

（百万円）〔Ｓ ．５７．６〕　 ホ本杜 ・工場

２　　２　　０６　　７　　Ｆ３７３

２　　３ ７　　Ｆ３７１

２　　２　　０７　　７　　Ｆ３７３

２　　２　　０９　　９　　Ｆ３７１

◎コソピュータ ・フォーム処理機，小型特殊モータ ，ＰＢＷ検査
・調整 システム ，　２，３／２ ．６（千ｍ２）　 ・本工場

○研究用 ・工業用 ・環境用 ・自動車用各分析計，　＠１０．４／１９ ．７

（千ｍ２ ）， 　２９３／２，３２５（百万円），　６２５人，＠（全杜１４１億円〔Ｓ
５８．３〕）

２　３　　　７ …ｌ１激１くる鴻１；艦６！碑
３〕

ヂ５８２／１ ・４２６（百万円）
・

２　　３　　　　　７ ・…１

（７４５）



１８８ 立命館経済学（第３２巻 ・第５ ・６合併号）

◎京　　都　　市一
竺場市毒１

名 称１籍　　所　 在　 地 電話番号

（１８～１９）

１（株）井筒八ツ
橋本舗 ６１５　京都市右京区清水町１４ ８６１－２１２１

（２０）

石野染工（株）

倉敷染工（株）

丹野染色工業（株）

（株）東洋整染

（株）仲新染工

藤井繊維（株）山ノ内工場

６１５　京都市右京区西京極中沢町８ ３１２－９１８１

６１５　京都市右京区西京極大門町１ ３１４－７１１１

６１５　京都市右京区梅津南広町１－１ ８６１－２１８５

６１５　京都市右京区山ノ内苗町８ ３１１－３１６１

６１５　京都市右京区西院西貝川町６２ ８７２－９５０４

６１５　京都市右京区山ノ内苗町３２ ３１２－６２１６

（２４）

イセト紙工（株）

（株）京阪セロファソ

６１５　京都市右京区梅津高畝町４４ ８６１－１５２５

６１５　京都市右京区山ノ 内苗町４２ ３１１－０１８５

東１
，

大１

（２５）

（株）大目本印刷京都工場

（株）東京セロレーベル

６１６　京都市右京区太秦上刑部町１０ ８７１－１１２１

６１５　京都市右京区西院安塚町２０ ３１３－２０２１

（２６）

１明成化学工業（株） １… 　京都市右京区西京極中沢町・ ３１２－８１０１

（３１）

大２ ，京 三興線材工業（株） ６１５　京都市右京区梅津西浦町１４ ８８１－８１１１

東１
，

大１ ，京

（３４）

東１
，

大１ ，京

（株）島津製作所五条工場

（株）二菱重工業

　　　　京都精機製作所

６１５　京都市右凪区西院追分町２５ ３１１－３１５１

６１６　京都市右京区太秦巽町１ ８６１－３１１１

（３５）

１（株）ジーエス
製作所

１１ 脹烹叢叢

１・１・京都市右京区西院西貝川町・・
８７２－２１１１

６１６　京都市右京区花園土堂町１０ ４６３－１１６１

１…

京都市右京区梅津尻溝町１５ ８７１－１５９５

１…

京都市右京区山ノ 内山ノ 下町２４ ３１５－１４２５

（７４６）



京都における製造企業の現況（２）（若林） １８９

チ． 右　　京　　区

簸舗籔犠妻姦劉 備 考

・・・… 　１・・１

２　　！　　０６　　７　　Ｆ２０６

２　　１　　０８　　７　　Ｆ２０６

２　　２　　０６　　７　　Ｆ２０６

２　　１　　０８　　７　　Ｆ２０６

２　　１　　０５　　７　　Ｆ２０６

２　　３　　　　７　　Ｆ２０６

◎織物，編物，＠１０７人（本杜を含む），　（全杜１，６６４百万円〔Ｓ
５７．３〕）　 ホ本杜 ・工場（唯一）

ホ北区（２０）該当箇所を見よ 。

２　　２　０８　　７ ・… ぽ嵩
’了短千土垣ジネス ’システム 凧全杜１００億円

２　　３　　　　７ Ｆ２４９

２　　３　　　　Ａ ・… 僻驚。敬雫酪薯１４設塞銚畿絆鵯；７（百万

２　　２　０６　　７ ・…１腎脇〕野鴨む 工雛竺１１０人〉＠（全杜Ｌ８７５百万円

・・・・・・…１

２　　２　　０８　　８　　Ｆ３１４

◎（全杜）線ぱね，鍍金鋼線，特殊鋼線，◎３６．７／３９ ．６（千ｍ２ ），

ゆ１ ．０７０／１ ，８８４（百万円），　２６９人（工場），　（全杜１１１億円〔ｓ
５７ ．３〕）　 ホ本杜 ・工場

２　　３　　　　７　　Ｆ３４７

２　　３　　　　Ａ　　Ｆ３４４

¢航空 ・産業機器，　４４．４／２８ ．４（千ｍ２ ）， ＠１６７／４３７（百万円）
，

＠２９２人〔Ｓ ．５８ ．３〕

◎工作機械，精密切削工具，エソジソバルブ，　７３／５０（千ｍ２ ），

＠２８／１ ，２９８（百万円），＠１，０６５人，　（全杜１兆６，４１８億円〔Ｓ

５８ ．３〕）

２　　１　０６　　７ ・…１

２　　２　　１０　　８　　Ｆ３５１

２　　３ Ｆ３５１

２　　３　　　　　８　　Ｆ３５７

◎（全杜）制御機器，情報 ・流通 システム ，汎用機器等，◎８ ，５／

４． ５（千ｍ２ ）， ＠２６／７７８（百万円） ，　２８６人，◎（全杜１，６４３億円〔Ｓ
５８ ．３〕）　 ホ本杜

◎制御機器，　３ ．８／２．５（千ｍ２ ）， 　６２／３３５（百万円） ，＠１３１人（ｓ

５８ ．３）

◎制御機器，◎３ ，３／４．５（千ｍ２）， ゆ２４１／７７３（百万円），＠３４８人（Ｓ

５８ ．３）

（７４７）



１９０
立命館経済学（第３２巻 ・第５ ・６合併号）

◎京　　都　　市一

埜場市毒１名 　　　　郵便称　１　　　　番号　　 所　　在　　地 電話番号

（３５）

東１
，

大１ ，京

（株）東洋電具製作所

東洋電波（株）

目新電機（株）

野崎電器（株）

６１５　京都市右京区西院西溝崎町２１

６１５　京都市右京区梅津南広町８－１

６１５　京都市右京区梅津高畝町４７

６１５　京都市右京区西京極南庄境５８

３１１－２１２１

８７１－１５００

８６１－３１５１

３１３－４５３１

（３６）

（株）千曲製作所

（株）平安製作所

三菱自動卓工業（株）

　　　　　　京都製作所

６１５　京都市右京区西京極旦田町５

６１６　京都市右京区太秦下角田町１３

６１６　京都市右京区太秦巽町１

３１１－４１６１

８７１－１９１１

８７２－３１１１

（３７）

１（株）二橋製作所
６１５　京都市右京区西院春栄町２５ ３１１－０１１１

（３９）

帝国化成（株）

（株）七彩工芸
〔現七彩（Ｓ５６１２～）〕

６１５　京都市右京区西京極提下町３

６１５　京都市右京区山ノ内池尻町８－２

３１２－７０８１

３１１－７７３１

株　　式
上場市場 名　　　　　称 郵便

番号　　 所　　在　　地 電話番号

（１８～１９）

東１
，

犬１ ，京

江崎グリコ栄食〔現 ・グ
リコ 栄養食品〕（株）

　　　　　　　京都工場

大倉酒造（株）

大倉酒造（株）大手蔵

大倉酒造（株）昭和蔵

黄桜酒造（株）

宝酒造（株）伏見工場

（株）丸石沼田商店

　　　　　　　関西支杜

６１２　京都市伏見区深草新門丈町１７－１

６１２　京都市伏見区南浜町２４７

６１２　京都市伏見区下鳥羽小柳町２５

６１２　京都市伏見区片原町３００

６１２　京都市伏見区横犬路下三栖梶原町５３

６１２　京都市伏見区竹中町６０９

６１３　京都市伏見区淀木津町１９７

６４１－６３０１

６１１－０１１１

６１１－４１３８

６１１－５３６５

６１１－４１０９

６１１－０１４１

６３１－３２６１

（２０）

サソセジ（株）

日本蚕毛染色（株）

６１３　京都市伏見区淀本町２３１

６１２　京都市伏見区舞台町３５

６３１－３３２６

６０１－８２８１

（７４８）



京都における製造企業の現況（２）（若林） １９１

チ． 右　　京　　区

簸繍轟薯萎護轟劉 備 考

２２０８ＡＦ３５７
２　　１　　０８　　９　　Ｆ３５７

２２０９ＡＦ３５１

○（全杜）金属部品，気密端子，ダイオード等，＠（全杜６４１人）
，

＠（全杜１３３億円）　 ホ本杜 ・工場，松下電子工業の１００％子会杜

◎ヲ配爾蓄電器設備，電子制御機器，遮断器，変圧器，＠９５７／

８２ ．４（千ｍ２）， ＠１ ，７６５／４，１００（百万円），＠１ ，９０６人，（蔓）（全杜４７８

億円〔Ｓ ．５８．３〕）　 ホ本杜 ・工場

２　　２　　０５　　７ ・…１

２　　１　　０５　　７　　Ｆ３６１

２　　２　　０６　　７　　Ｆ３６１

２　　３ Ａ　　Ｆ３６１ ◎エソジソ，＠３１２／２００（千ｍ２）， ◎約３，３３０人，＠（全杜１兆８２２

億円〔Ｓ ．５７．３〕）

・・・・・・…１

２　　２　　０７　　７　　Ｆ３９６

２　　２　　０８　　７　　Ｆ３９９
◎（全杜）マ不キソ人彩，自杜器具，特注器具店装　施設，＠（全
杜２８５人），＠（全杜６０億円〔Ｓ ．５７ ．１１〕）　 ホ本杜

リ． 伏　　見　　区

鶴繍籔蟻菱轟劉 備 考

２　　３ ８　　Ｆ１８２

２　　２　０８　　９　　Ｆ１８９

２　　３ ７　　Ｆ１８９

２　　３ ８　　Ｆ１８９

２　　２　０６　　７　　Ｆ１８９

２　　３ ８　　Ｆ１８９

２　　３ ７　　Ｆ１８２

◎澱粉，ソーセージ，ブリッツ ，　４００人（Ｓ ．５７ ．４），＠（全杜約
２８０億円〔Ｓ ．５８ ．３〕）

　　　　　 ホ本杜　オ商標名＝月桂冠

　○（全杜）酒類，　（全杜）１３９／１２２（千ｍ２）， 　（全杜８４６人）
，

　＠（全杜６６０慮円〔Ｓ ．５８ ．３〕）

¢焼酎，合成清酒，清酒，みりん等，　７８／６３（千ｍ２ ）， ＠１ ．４９５／

３， ８９７（百万円），　３０２人（Ｓ ．５８．３）　 ホ商標名：松竹梅

２　　２　　０８　　７　　Ｆ２０５

２　　１　　０７　　７　　Ｆ２０６

◎（全杜）繊維２次製品（スポーソ　ンヤソ），原材料，＠（全杜
２３０人），＠（全杜５１９６百万円〔Ｓ５７９〕）　 ホ本杜　工場

（７４９）



１９２ 立命館経済学（第３２巻 ・第５ ・６合併号）

＠　京　　都　　市一

笠場市窺 名　　 称
郵便
番号　　所　　在　　地 電話番号

（２０）

１日本整染（株） １…京都市伏見区横大路千両松町１・・ ６２１－８８８８

（２６）

大２ ，京

大阪エアゾール（株）

京都工場

（株）新目本理化京都工場

６１３　京都市伏見区淀美旦町７０４

６１２　京都市伏見区葭島矢倉町１３

６３１－３３６１

６１１－２２０１

（３０）

京阪 コソクリート
　　　　　　　エ業（株）

ユニ チカユーエムグラス
　　　　　（株）伏見工場

６１３　京都市伏見区淀本町２２５

６１２　京都市伏見区向島津田町９５

６３１－３２３１

６１１－５１１６

（３２）

１泉軽金属（株） １… 　京都市伏見区横大路天王後・・ ６２２－２４８９

（３３）

大１ ，京 京都機械工具（株）

（株）寺内製作所

６１２　京都市伏見区下鳥羽長田町４０

６１２　京都市伏見区深草芳水町６６６

６１１－４１４１

６４１－５２０１

（３４）

風問鉄工（株）

（株）京都製作所

第一精工（株）

長津工業（株）

村田機械（株）伏見工場

６１３　京都市伏見区淀際目町１７６

６１３　京都市伏見区淀美豆町３７７－１

６１２　京都市伏見区桃山町根来１２－４

６１３　京都市伏見区淀美旦町３８４

６１２　京都市伏見区竹田向代町１３６

６３１－６１２５

６３１－３１５１

６１１－７１５５

６３１－５１０１

６９１－６１１１

（３７）

（株）モリタ製作所

（株）柳本製作所

６１２　京都市伏見区東浜南町６８０

６１２　京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町２８

６１１－２１４１

６１１－４３１１

（３９）

（株）京都科学標本 １…京都市伏見区下鳥羽渡瀬町・ト・ ６２１－２２２５

（７５０）

一ド



京都におげる製造企業の現況（２）（若林） １９３

リ． 伏　　見　　区

経営本支資本従業事業所
組織所別金額者数産業分類

備 考

２１０６７Ｆ２０６
（・ 殿城工場〔南区久世殿城町３０７〕）

２　　３ ７　　Ｆ２６９

２　　３ ７　　Ｆ２６５
◎油脂，可塑剤，化成品等，　５９ ．７／１３ ．３（千ｍ２ ）， 　７９２／１ ，１６３

（百万円），　２１１人，＠（全杜３１４億円〔Ｓ ．５６ ．１１〕）さ 本杜 ・工場

２　　２　　０８　　７　　Ｆ３０２

２　　３ ７　　Ｆ３０１

◎（全杜）コソクリート製品，土木請負 ・付帯業務，　（全杜２５９
人），＠（全杜９，９５１百万円〔Ｓ５８６〕）　 ホ京都工場（伏見区淀生
津町１６）

２　　２　　０８　　７　　Ｆ３２３

２　　２　　０８　　８　　Ｆ３３２

２　　２　　０４　　７　　Ｆ３３７

◎（全杜）各種 レソチ類，スバナ，ハサミ類等，　１４．４／９ ．９（千

ｍ２ ）， ＠７５／４４０（百万円），＠１０５人（工場のみ），＠（全杜７，５９６百

万円〔Ｓ ．５６ ．６〕）　 ホ本杜 ・工場

２　　２　　０５　　７　　Ｆ３４３

２　　２　　０７　　７ Ｆ３４９

２　　２　０７　　７ Ｆ３４９１

２　　２　　０５　　７ Ｆ３４３

２　　３ ７　　Ｆ３４５
◎化合繊機械（Ｓ ．５８ ．４ ・生産中止），ジャガード，ドビー ＠敷
地３７．１千ｍ２，　約２００人，　（全杜５４０億円〔Ｓ ．５８ ．５〕）

２　　２　　０８　　９ 閉噌断織器鮎杜６２３人）凧全批８１５百万円）雌

２　　２　　０７　　７ ・…１実！全雛算３謀鵠芹誓雛岬諏器雌杜２２５

・・・・・・…ｉ

（７５１）



ユ９４ 立命館経済学（第３２巻 ・第５ ・６合併号）

◎京　　都　　市一

株 式
上場市場 名 称１籍　　所　 在　 地 電話番号

（１８～１９）

大２ ，京

関西明星食品（株）

（株）ナガサキヤ山科工場

６０７　京都市山科区椥辻西浦町１ ５８１－１１０１

６０７　京都市山科区川田岡ノ西２８ ２３１－５３６６

（２０）

１洛東タイヤ コード（株） ６０７　京都市山科区竹鼻木 ノ本町５ ５８１－６１３６

（２５）

（株）遠藤写真工云所

（株）新学杜

６０７　京都市山科区西野媒本町１３２－１ ５９１－５６３０

６０７　京都市山科区東野井ノ上町４８－６ ５８１－６１１９

（２６）

（株）松井色素化学工業所１…
京都市山科区西野離宮町２９ ５９４－５６１１

（３２）

福田金属箔粉工灘場１… 京都市山科区西野山中臣町２０ ５８１－２１６１

（３３）

大２ ，京

目本粉末合金（株）

　　　　　山科事業所

（株）山科精工所

６０７　京都市山科区栗栖野狐塚５－１ ５８１－３１１１

６０７　京都市山科区東野狐藪町１６ ５９１－２１３１

（３４）

１光精工（株） １…京都市山科区東野狐藪町・・ ５８１－２１０１

（３５）

東１
，

犬１ ，京
京都セラミック（株）
　〔現 ・京セラ（株）〕

トクデソ（株）

日本電気化学（株）

６０７　京都市山科区東野井ノ上町５２－１１ ５９２－３８５１

６０７　京都市山科区西野離宮町４０ ５８１－２１１１

６０７　京都市山科区西野後藤町１８ ５９１－０３８０

埜場市萎１
名 称１誰　　所　 在　 地 電話番号

（１８～１９）

１（株）錦　味 １・１・京都市西京区嵐山東一川町・・一１ ８６１－２１７１

（７５２）



ヌ． 山　　科 区

京都における製造企業の境況（２）（若林） １９５

鱗編籔蟻護轟劉 備 考

２　　２　０７　　７
・１・・１

２　　３ ７　　Ｆ１８７

◎（全杜）チ ョコレート ・キャソデー類， 洋菓子，カステーラ類 ，

　５，８／４．１（千ｍ２）， ＠１３５／３３６（百万円），＠１０９人，＠（全杜１６４億

円〔Ｓ ．５６ ．９〕）

・・・・・・…１票騨謂タニ窺一捜工撚織カ鵬酬１９人＠（全杜

２　　２　　０６　　７　　Ｆ２５３

２　　２　　０６　　７　　Ｆ２５２
◎教育図書出版，　（全杜３４２人），（…）（全杜１６０億円〔Ｓ ．５７ ．７〕）

ホ本杜

・・・・・・…１

２　　３ ・・…１雷灘蔚龍盃蟻肖饗亨搬 特殊金離

２　　３ ８ ・…１瞭辮師雛鉄
’（欝１茅機各紙家電織　

２　　２　０８　　７ ・…１８灘：。婁鵠
ｇ〔

苔鶉
）ゆ

灘懐
肌＠２００人

２　　１　　０４　　７　　Ｆ３４４

２　　２　　０９　　８　　Ｆ３５７

２　　２　　０６　　７　　Ｆ３５１

２　　２　　０８　　７　　Ｆ３５７

◎（全杜）Ｉ　Ｃバッ ケージ，電子部品 ・機器，各種セラミック ，

　４８１／１３４（千ｍ２ ）， ゆユ２２／７４４２（百万円），＠１，３８２人〔＠＠ ：
本莚・営桑所計〕，（蔓）（全杜１ ，台３２億円〔Ｓ ．５８

．３〕）　
・本杜

¢（全杜）産業用スノレホールプリソト配線板，電気計測用パネル
板　目盛板　銘板，＠（全杜１６１人），　（全杜１，６５０百万円〔Ｓ
５７．３〕）　 ホ本杜

ル． 西　　京 区

鱗轟籔蟻護姦劉 備 考

・・・・・・…１

（７５３）



１９６ 立命館経済学（第３２巻 ・第５ ・６合併号）

＠乙　　　　訓一
株　　式

場市場
１名 称

郵便番号

所 在 地 電話番号

（２５）

１佐川印刷（株） １…

向日市森本町戌亥５ ９３３－８０８１

（３５）

１（株）井上電機製作所 １…

向日市寺戸町修理式１８ ９２１－３１８１

埜場市毒１
名　　　　　称 郵便

番号　　所　　在　　地 電話番号

（１８～１９）

１サソトリ 溜ルワリー１・１・ 長岡思市調子３－１－１ ９２１－４１５１

（２４）

東１
，

大１
１（株）レソゴー新京都工場１・１・

長岡京市勝竜寺八反田１ ９３２－２１２１

（２６）

東１
，

大１
１三菱製紙（株）京都工場１…

．長岡思市開田１－６－６ ９２１－１１８１

（３３）

東２
１目本 フ１ノレコソ鶏工場１… 長岡夙市調子１－１－１ ９２１－４３６１

（３４）

東１
，

１（株）工進

大１ ，京
（株）椿本チ ェイソ

富士高工業（株）

京都工場

６１７　長岡思市神足上八ノ坪１２ ９３２－６１１１

６１７　長岡凪市神足暮角１－１ ９３２－１１１１

６１７　長岡夙市神足神田！５ ９３２－３１８１

（３５）

大２（Ｓ
５７

．１１～５

東１
，

大１ ，京

東１
，

大１ ，京

和泉電気（株）京都工場

新目本商事（株）

　　　　　　長岡事業所

（株）松下電子工業

　　　　　　長岡工場

三菱電機（株）京都製作所

（株）村田製作所

　　　　　長岡事業所

山幸電機（株）京都工場

６１７　長岡思市神足大張２０ ９２１－７１２１

６１７　長岡京市焉場図所１ ９２２－０６０２

６１７　長岡只市神屋焼町１ ９２１－８１５１

６１７　長岡京市馬場図所１ ９２１－４１１１

６１７　長岡京市天神２－２６－！０ ９２１－９１１１

６１７　長岡京市馬場図所１ ９３９－３２９８

（３６）

東１
，

大１ ，京
目本輸送機（株） ６１７　長岡京市東神足２－１－１ ９２１－７１７１

（７５４）



京郡における製造企莱の現況（２〕（看林） １９７

イ． 向　　日　　市

麟縞驚蟻護姦劉 備 考

・・・・・・…１

２　　２　　０７　　８　　Ｆ３５１
¢遮断器，配電盤，計器用変成器，断路器，継電器，　（全杜３８０

人） ，（…）（全杜４３４ｂ百万円〔Ｓ５６１１〕）　 ホ本杜　工場（唯一）

口． 長　岡　京　市

鱗縞鶉蟻震嘉劉 備 考

２　　３ ・・…１塩二矢綜払４０５人）・　（全楓０３３億円〔Ｓ ・５＆３〕）

２　　３ ７　　Ｆ２４５ ◎貼合，製箱，＠４９ ．５／２８（千ｍ２ ）， 　８４３／３，３５８（百万円），　９５

人， （蔓）（全杜１ ，８４３億円〔Ｓ ．５７ ．３〕）　 ・本杜＝大阪市

２　　３ ・・… 嶋翻犠雛８！謝撃窺畷百万円）・＠５０４人

２　　３　　　　　７ ・…１８甑擬雛。絡搬（斑）ゆ

雛螺肌

２　　２　　０８　　７　　Ｆ３４７

２　　３ ８　　Ｆ３４７

２　　２　　０７　　７　　Ｆ３４８

¢変　減速機，作動機，制御機器，　６２／２７（千ｍ２ ）， ゆ７６１／２，８２５

（百万円），　４００人（Ｓ ．５７ ．１２），　（全杜４７１億円〔Ｓ ．５８．３〕）

¢自動販売機，店舗設計施工，外食関連機器，＠（全杜３５５人）
，

　（全杜１４０億円〔Ｓ ．５７．２〕）　 ホ本杜 ・工場（唯一）

２　　３ ８　　Ｆ３５１

２　　３ ７　　Ｆ３５７

２　　３ Ａ　　Ｆ３５７

２　　３ Ａ　　Ｆ３５４

２　　３ ９　　Ｆ３５７

２　　３ ７　　Ｆ３５４

◎（全杜）制御機器，防爆　防災機器，１■ステム 装置，＠（全杜８８０

人〔Ｓ ．５７ ．１１〕） ，（蔓）（全杜１６ユ億円〔Ｓ ．５８ ．４〕）ホ 本杜＝大阪市

¢（全杜）電子管，半導体，照明，¢（全杜９６００人），（蔓）（全杜９６６

億円〔Ｓ５７６一半期決算〕）　 ホ本杜＝高槻市　ホ松下電器　フ

ィリッ ブジ６合弁

¢カラーＴｖ，ヒテオ機器，＠２３３／１３３（千ｍ２） ，＠５５／１３０（億円）
，

　２，７４１人，＠（全杜１兆３，９２２億円）〔Ｓ ．５８．３〕　 ホ本杜＝東京

○コソテソサ，抵抗器，圧電製品，回路製品等，＠２５８／１９２

（千ｍ２）， ＠９４１／２１５６（百万円），　７３７人（本杜事業所），（…）（全

杜９２８億円〔Ｓ
．５き

．３〕）

○ＶＴＲ ，ＰＷＢ ，　１４０人（Ｓ ．５８ ．１２）

２　　２　　０９　　９　　Ｆ３６９

¢フォークリフトトラ ヅク ，物流 ノステム製品，機関車等，＠
４３ ．４／２８．３（千ｍ２ ）， ゆ５５４／１０２４（百万円），＠６４８人（本杜 ・工場）

，

（蔓）（全杜１７５億円〔Ｓ ．５７
．９〕う

（７５５）



１９８ 立命館経済学（第３２巻 ・第５ ・６合併号）

◎乙　　　　訓一
株　　式
上場市場 名　　　　　称 １護 所　　　在　　　地 電話番号

（３９）

東１
，

大１
住友べ一クライ 艦場１・１・ 長岡凪市神足２－３‘７ ９２１－２１３１

埜場市萎１
名 称 １籍 所 在 地 電話番号

（３５）

１（株）日立製作鶏募壬馴 … 乙訓郡大山崎町字大山崎小字鏡田３０ ９６１－３１３１

東１
，

大１
１目立マクセル（哩都工場１・１・

乙訓郡大山崎町字犬山崎小字小泉１ ９６１－４１４１

１（株）山崎製作所 １・１・ 乙訓郡大山崎町字大山崎小字小泉１
日立マクセル内

９６１－４１４１

（３６）

葵１：京１タイハソエ業（讐都工場１…
乙訓郡大山崎町字下植野小字北細地 ９６１－１１４１

ゆ　庸　　山　　城一

株　　式
上場市場 名　　　　　称 郵便

番号 所　　　在　　　地 電話番号

（１８～１９）

東１

（株）関酉ヤマザキ

　　　　　　京都工場

日本ジフィー食品（株）

　　　　　　宇治工場

（株）野村佃煮宇治工場

（株）ヤクルト本杜

京都工場

６１１　宇治市損島町目川１００ ０７７４－２３－５８１１

６１１　宇治市大久保町田原１ ０７７４－４１－６１３４

６１１　字治市大久保町田原２４ ０７７４－４３－０１２２

６１１　宇治市槙島町拾八３８ ０７７４－２２－８９６０

（２０）

（株）フシミサラシ １・１・宇治市菟道谷下１・・
０７７４－２２－３１８４

（２６）

東２

東１
，

大１ ，京

１コ
ピア（株）関西工場

（株）互応化学工業

（株）徴生物化学研究所

ユニ チカ（株）宇治工場

ユニ チカレーヨソ（株）

　　　　　　宇治工場

１…字治市木幡正中・ ０７７４－３３－２３４５

６１１　宇治市伊勢田町井尻５８ ０７７４－４１－６１４３

６１１　宇治市損島町弐拾四１６ ０７７４－２２－４５１８

６１１　宇治市字治戸ノ 内５ ０７７４－２５－２０１２

６１１　字治市宇治戸ノ 内５ ０７７４－２５－２１５０

（３１）

１栗村金属工業（株） １・１・宇治市宇治樋 ノ尻・１・ ０７７４－２１－３１１４

（７５６）



京都におげる製造企業の現況（２〕（若林） １９９

口． 長　岡　京　市

鱗繍籔蟻護轟劉 備 考

２　　３ ・・…１電荻留艶３轟総０暑毬
）・

艦蟻票万肌

ハ　乙訓郡（大山崎町）

慧締雛嚢妻鍋 備 考

２ ３ ７ ・… ト・・・…廃止

２ ３ Ａ ・… 嶋灘為綱
８１７７

ポ姥螺絆肌◎９６６人
２ ３ ７ ・…１

２ ３ Ａ ・…１照鴻１霧雛撒 ５６

撃１５４４

灘鵯砕
＠Ｌ５７２

イ． 宇　　治　　市

鰯繍籔蟻護轟劉 備 考

２　　３ ９　　Ｆ１８７

２　　３ ７　　Ｆ１９２

２　　２　０５　　７　　Ｆ１９２

２　　３ ７　　Ｆ１８１

◎（全杜）ハソ類， 和菓子，洋菓子等，　（全杜５，５６３人） ，（蔓）（全

杜１，２８４億円〔Ｓ ．５６ ．１２〕）本杜 ：１ 東京　・山崎製バソ（株）の子

会杜

◎ヤクノレト原料液，ミノレミル，＠１７５／７３（千ｍ２）， ＠９３５／１ ，９０２

（百万円），　１５９人，（…）（全杜９９２億円〔Ｓ ．５７ ．１〕）・ 本杜：東京

・・・・・・…１

２　　３ ７　　Ｆ２６９

２　　２　　０７　　７　　Ｆ２６９

２　　２　　０５　　７　　Ｆ２６６

２　　３ Ａ　　Ｆ２６４

２　　３ ８　　Ｆ２６４

◎感光紙薬品，◎６４／４１（千ｍ２ ）， ＠１２０／２７７（百万円），　９８人
，

＠（全杜１７７億円〔Ｓ ．５７．３〕）　 ・本杜＝三鷹市

◎製織用糊剤，製織用油剤，化粧品用樹脂等，◎（全杜９７人）
，

＠（全杜３，９０６百万円〔Ｓ５６１０〕）　 ・本杜 ・工場（唯一）

◎ナイロソ ，　２２８／１４８（千ｍ２）， ゆ８３／１２０（億円），＠１，３０３人
，

＠（全杜２，４６４億円〔Ｓ ．５８．３〕）　 ・本杜＝東京 ・大阪

◎繊維製品　 ・ユニチカ（株）の連結子会杜

・・・・・・…１糠等燦芽
２８２人”（全杜１４５億円〔ｓ ・肌３〕）

（７５７）



２００
立命館経済学（第３２巻 ・第５ ・６合併号）

　　南　　山　　城一

埜場市葛
名 称」襲　 所　在　地 電話番号

（３４）

大・ ・京１任天堂（株）字治工場
６１１　宇治市小倉町神楽田５６ ０７７４－２１－３１９１

（３５）

字治電器工業（株）

光電子工業研究所（株）

信栄建装（株）

高槻電器工業（株）

松下電子部品（株）

　電解 コソデ ソサ事業部

６１１　字治市広野町桐生谷６０－１

６１１　字治市槙島町弐拾四５２

６１１　宇治市損島町拾壱１２６－１１

６１１　宇治市広野町小根尾１９

６１１　宇治市木幡西中２５

０７７４－４１－６１８８

０７７４－２３－７１１１

０７７４－２２－３６２１

０７７４－２２－３３０１

０７７４－３２－１１１１

（３６）

芙１
・ 日産車体（株）京都工場

（株）仁保製作所

６１１　字治市犬久保町西ノ端１－１

６１１　宇治市大久保町田原４０

０７７４－４３－２３２３

０７７４－４１－６１９６

（３９）

葵１；京１ユ

嘉歎チヅ
クエ場１…

字治市宇治樋 ノ尻３１－３ ０７７４－２５－２３０７

埜場市窺
名 称１講　　所　 在　 地 電話番号

（１８～１９）

１日洋
フーズ（株）

１・１・一・・城陽市上津屋境端・・
０７７４５－４－１１６１

（２０）

１黒川工業（株）
６１０－０１城陽市奈島出口１８ ０７７４５－５－０６０１

（２３）

１富士高分子（株） １・１・一・・城陽市寺田大谷…
０７７４５－３－３１３１

（３０）

１（株）瑞穂研磨砥石 １…一・・城陽市寺田袋尻・・
０７７４５－２－２５２１

（３２）

１京都電線（株） １・１・一・１城陽市寺田中大小・・一・
０７７４５－２－１７７１

（３５）

１城陽電機（株） １・１・一・１城陽市平川大将軍１・
０７７４５－２－４６９０

（７５８）



京郡におげる製造企業の現況（２）（看林） ２０１

イ． 宇　　治　　市

簸繍籔蟻護轟
。劉

備 考

２　　３ ７　　Ｆ３４８ ○レジャー機器等，　１６ ，７／６ ．７（千ｍ２ ）， ＠１７／２８７（百万円）
，

　１０８人

２　　２　　０５　　７　　Ｆ３５２

２　　２　　０６　　７　　Ｆ３５９

２　　１　　０５　　７　　Ｆ３５９

２　　２　　０７　　７　　Ｆ３５７

２　　３ Ａ　　Ｆ３５７

◎光半導体，＠（槙島地区に５工場），臥国内１００人），＠（全杜
約２０億円〔Ｓ ．５８年度〕）

◎Ｉ　Ｃ　Ｌ　Ｓ　Ｉ等加工，Ｌ　ＥＤ ，電子部品組立，＠（全杜５２９人）
，

＠（全杜５，８７０百万円〔Ｓ５７３〕）　 ホ本杜　工場

・松下電器産業（秩）の連結子会杜　（電子部晶事業グループ）

２　　３ Ａ　　Ｆ３６１

２　　１　　０６　　７　　Ｆ３６１

◎小型乗用車（サ ニー），マイクロバス（大 ・小型），＠２８１／１３９

（千ｍ２ ）， ＠４４／１０２（億円），＠２，２００人（Ｓ ．５８ ．７），◎（全杜４，３７８

億円〔Ｓ ．５７．３〕）　 ホ本杜＝平塚市

２　　３ ・・…１◎フ／ルム ，◎・・／１・（千・・）， ＠１，…／・１・・（百万円），　・・１人

口． 城　　陽　　市

灘舗鶉蟻護姦劉 備 考

・・・・・・…１

・・・・・・…１鴉鵠雌
）１、月

鵠フ１姑他土翻鍔５１人Ｈ（全杜

２　　２　　０８　　７　　Ｆ２３１

・・・・・・…１

２　　２　　０６　　７　　Ｆ３２５

・・・・・・…１

（７５９）



２０２ 立命館経済学（第３２巻 ・第５ ・６合併号）

◎南　　山　　城一

笙場市萎１
名 称 １籍 所　　　在　　　地 電話番号

（３５）

星和電機（株） ６１０－０１城陽市寺田新池３６ ０７７４５－２－１５０１

ｌ１本電子科学（株）
６１０－０１城陽市平川車塚６８－１ ０７７４５－３－１１１１

１（株）蝸製作所 Ｉ６１０－０１城陽市平川横道９３ ０７７４５－２－２２００

空場市奮１
名 称 １霧 所 在 地 電話番号

（１８～１９）

１（株）クロレラライ１ １…

八幡市内里売場５０－１ ９８１－５５５６

（２３）

（３４）

１西淀空調（株） １…

八幡市岩田南野１－１ ９８３－０１２１

空場市萎１名 称　１講　　所　 在　 地 電話番号

（１８～１９）

大１ ，京

近畿 コカ ・コーラボトリ
　　　ソグ（株）京都工場

進六堂製バソ（株）

（株）タカラブネ

（株）富士屋

６１３　久世郡久御山町田井小字新荒見１２８

６１３　久世郡久御山町佐山小字新開地２８０

６１３　久世郡久御山町佐山小字双栗３７

６１３　久世郡久御山町佐山小字新開地２３８

０７７４－４３－５５００

０７７４－４３－６１３９

０７７４－４３－２３６０

０７７４－４３－６８１１

（３２）

津田電線（株） ６１３　久世郡久御山町市田小字新珠城２７ ０７７４－４３－４５６７

（３３）

大・
，京１京都機械工具鶏山工場 ６１３　久世郡久御山町佐山小字新開地１５８ ０７７４－４３－４１０１

（３４）

阪村機械製作所（株） ６１３　久世郡久御山町下津屋小字富 ノ城４６ ０７７４－４３－７０１８

（７６０）



京都におげる製造企業の現況（２〕（若林） ２０３

口． 城　　陽　　市

鱗繍萎姦警萎蓬姦劉 備 考

２　　２　　０８　　８　　Ｆ３５３

２　　２　　０７　　７　　Ｆ３５６

◎照明器具，情報表示システム ，配電制御関連機器，　３４／１２（千

ｍ２ ）， ＠（全杜）２６／７５５（百万円），＠（全杜３８１人），＠（全杜６，０３６

百万円〔Ｓ ．５７．１１〕）　 ホ本杜 ・工場（唯一）

◎記録計，自動車試験関連 ・応用計測機器，デジタルプリソタ ，

＠（全杜２５７人） ，（蔓）（全杜３，０６２百万円〔Ｓ５７３〕）“ 本杜 ・工場
（唯一）

２　　２　０６　　７
・・１・１

ハ． 八　　幡　　市

簾鰯簸蟻議劉 備 考

２ １　０４ ７
・１・１ｌ

２ ３ ７ …１ｌ

２ ３ ７ ・…１

二． 久世郡（久御山町）

鱗繍籔蟻奮轟劉 備 考

２　　３ ７　　Ｆ１８８

２　　２　０８　　９　　Ｆ１８７

２　　２　　０８　　９　　Ｆ１８７

２　　３ ７　　Ｆ１８７

○清涼飲料水，　（全杜３，３５３人），　（全杜５７４億円〔Ｓ ．５６ ．１１〕）

“本杜：摂津市　ホ親会杜：戯麟麦酒

・本杜 ・京都工場

◎洋生菓子，焼菓子，冷菓，＠１９／１４（千ｍ２） ，　６５４／１ ，８２２（百

万円），　２８５人，＠（全杜２６９億円〔Ｓ ．５８．３〕）ホ 本杜 ・京都工場
◎（全杜）食 ・菓子パソ，冷菓生地，和洋菓子等，　（全杜３５７人）

，

（蔓）（全杜４７３０百万円〔Ｓ５７４〕）　 ・本杜＝大阪市

２　　２　　０８　　７　　Ｆ３２５
◎裸線，プラスチ ック線，電力 ・通信ケーブル，アルミ線 ，

　６６ ．６／３４．４（千ｍ２ ）， ゆ（全杜）４７４／１，４２３（百万円），＠１８６人
，

＠（全杜７，２３６百万円〔Ｓ５８３〕）　 ・本杜工場（唯一）

２　　３ ・・…１踏昇磯夫暫緒伽
・１／１６ ・４（千ｍ２ ）・ ＠５２３／９９１（百

２　　３ ７　　Ｆ３４４

◎（全杜）ナ ット ・パーツ ・ボルト ・熱間各ホーマー ねじ転造
機等，＠（全杜１３６人），＠（全杜４，３１５百万円〔Ｓ５７６〕）　 ホ本

杜＝大阪市

（７６１）



２０４ 立命館経済学（第３２巻 ・第５ ・６合併号）

　南　　山　 一城

竺場市套１名 称
郵便
番号

所　　　在　　　地 電話番号

（３９）

１三和化工（株） １…久世郡久御山町下津屋小字下ノ浜代・ ０７７４－４１－７１３５

埜場市窺 名 称 １難 所 在 地 電話番号

（１８～１９）

東１，大１

明治乳業（株）京都工場 ６１０－０３綴喜郡田辺町犬住立原１－１ ０７７４６－２－３１６１

（２４）

１大目本段ボール（株） １・１叶・・綴喜郡田辺町大住西北向・ト・ ０７７４６－３－２２２２

１五洋パ１ ケージ（株） Ｉ６１０－０３綴喜郡井手町犬字井手小字中川５５ ０７７４８２－４０３１

埜場市毒１
名 称 １襲 所 在 地 電話番号

（１８～１９）

１（株）福寿園 １・１ト・・相楽郡峨町犬字上狛小字東作道・ト・・・…ト・…

（３０）

１マルオ硝子（株） １・１ト・・相楽郡木津町犬字相楽小字犬徳・・ ０７７４７－２－０５５５

（３５）

１山野電機製造織事業部１・・ト・・相楽郡精華町大翔園小字正田ト・ ０７７４９－４－３９０１

註）原表における明白な誤字 ・誤植と思われるものは作成者の責任で訂正した 。

（７６２）



京都における製造企業の現況（２）（若林） ２０５

二　久世郡（久御山町）

鱗繍籔薯萎護轟劉 備 考

２　　２　　０７　　７　　Ｆ３９６

ホ． 綴喜郡（田辺町，井手町，宇治田原町）

経営本支資本従業事業所
織所別金額者数産業分類

備 考

２　　３ ７ Ｆ１８１

◎乳製品　市乳　アイスクリーム ，＠（全杜）＆６４７／３７７（千ｍ２），

ゆ（全杜）１４９／３８０（億円），　（全杜５，８５１人），　（全杜３，４２４億円）

Ｓ． ５＆３〕　 ホ本杜＝東京

２　　２　０６ ７ Ｆ２４３

２　　２　０８ ７ Ｆ２４３

へ　相楽郡（山城町，木津町，加茂町，笠置町，和束町，精華町，南山城村）

鰯縞籔蟻蓬鍋 備 考

２　　２ ０７ ８ ・…ｉ８鰯鞠）＠２３／１３（千が）堆鵬雌杜４７０人入

２　　１ ０５ ７ Ｆ３０１

２　　３ ８ ・…１駄孤缶スく；洋彊縮議係討 一’ メーカー篭

（７６３）






