
京田辺市内企業による

感染症対策製品集



必ずご一読下さい

・製品の情報は掲載時点のものであり、製造や販売を中止・終了
している場合がございます。予めご了承下さい。

・本製品集に掲載されている製品についての質問等は、各事業者
へ直接お問い合わせ下さい。

・本製品集は京田辺市内の事業者が製造した感染症対策製品を紹
介したものであり、製品の品質・安全性等について保証をした
ものではありません。

本製品集のお問合せ先

【京田辺市商工会】
京田辺市田辺中央四丁目３－３

TEL：0774-62-0093

【京田辺市産業振興課】
京田辺市田辺８０

TEL：0774-64-1364



京田辺市感染症対策製品集について

京田辺市内のモノづくり事業者が独自の技術で製造した

感染症対策製品を、製造技術と合わせて紹介しています。

この製品集で紹介されている製品・技術紹介を通して、

「こんな製品も欲しい！」「一緒に開発できないか？」

といった、事業者同士のつながりを応援しています。

こんな製品
も欲しい！

一緒に開発
できないか？

［技術］

［アイデア］

新製品開発

事業連携

モノづくりを支援する京田辺市の補助金

①京田辺市中小企業成長支援事業補助金

新製品開発事業に活用できます！

補助限度額：最大20万円

対 象 経 費：原材料費、設備等借入費、委託費及び宣伝費

ポイント

②京田辺市連携型新製品等開発事業補助金

市内企業同士の連携による商品・技術開発を
支援します！

補助限度額：最大80万円

対 象 経 費：原材料費、設備等借入費、委託費、宣伝費、

会場借上費、旅費及び謝金

ポイント

補助金の
問合せ先

京田辺市産業振興課
京田辺市田辺80 Tel：0774-64-1364

製品集



国産不織布マスク
京田辺市内の事業者から取り寄せた
不織布を使用したマスクです。
世間でマスク需要が急増していた４月
から製造・販売を行っています。
従来の生産ラインを活用できるよう、
単層構造で誰でも簡単に製造できる
工程を実現しました。

モノづくり企業ではテレワークを導入す
ることが難しく、コロナ禍においても出
勤しているスタッフとその家族、周囲の
困っている方々を助けたい一心で製造
を開始しました。

有限会社岩本製作所
製品紹介

リボンカセット製造で
使用する「シーラー」
を用いてマスクを縫い
合わせる事が可能です。

試行錯誤の末に完成したマスク用金型

京田辺市中小企業
成長支援事業補助金



有限会社岩本製作所
【事業内容】 プリンター用リボンカセット生産

樹脂商品製造・販売など
【住 所】 宮津灰崎68-1
【問合せ先】 0774－65－3999

樹脂加工及びアッセンブルを主として行う会社です。

トヨタ生産方式を学びドットプリンター用リボンカセット

などの量産OEM生産に活かしています。

他にも、畜光商品の開発・製造なども取り扱っており、

お客様のあらゆるご要望にお応えいたします。

モノづくり技術

事業者情報

有限会社岩本製作所



洗濯できる抗菌マスク

「柿渋染 徳ちゃんマスク」

柿渋で染色した生地を使用した、抗菌・
抗ウイルスの効果があるマスクです。
使い捨てではなく、洗濯可能です。

2000年頃から柿渋染めを手掛けてお
り、新型コロナウイルスが発生する以前
から、柿渋製品の一つとしてマスクも製
造しておりました。

加悦裳(かやしょう)

製品紹介

マスクの表面に付着した菌・ウイルスの
繁殖を柿渋で抑えることができます。

また銅や鉄で媒染した柿タンニンが、
抗菌・抗ウイルス効果を持続させます。

銅 鉄

京都山城産の「天王柿」を使用

「柿渋」とは…

渋柿の果汁を1年以上寝かせて発酵させた液体
で、柿タンニン（ポリフェノール）が豊富に含まれ
ています。
この柿渋には抗ウイルス効果が確認されている
ほか、ニオイ成分吸着による消臭効果等もあり、
日常の様々な場面で使用されています。



加悦裳(かやしょう)
【事業内容】 呉服業、柿渋染め
【住 所】 草内鐘鉦割42-14
【問合せ先】 0774－51－5027

呉服業を営んでおりましたが、

染料を探すなかで柿渋と出会いました。

柿渋染めは、抗菌効果だけでなく

水虫や赤ちゃんの皮膚トラブルにも役立つことから、

マスクの他にＴシャツや靴下、履き物等も製造しています。

モノづくり技術

事業者情報

加悦裳(かやしょう)



ケンファッション／株式会社キタゲン

製品紹介

抗菌防臭素材を使用

「抗菌防臭バッグ」

抗菌防臭効果を持つ特殊な加工糸で
製造したバッグです。

普段手に持つバッグが清潔に保たれて
いなければ、いくら手洗いや消毒により
手を清潔に保っていても効果が薄れて
しまう…そんな問題を解決したいという
思いから、商品化に踏み出しました。

繊維一本一本が抗菌防臭効果を持っており、
細菌の増殖を抑えます。

加えて、皮ふ障害など安全性試験もSKEの
安全基準をクリアーしております。

（素材提案：ケンファッション）

サイズやデザイン、内装まで…オリジナルに
加工することができます。

また、織・編等の技術を駆使することで、
バッグ以外の製品への加工も可能です。

（製品製造：株式会社キタゲン）

素材提案 製品製造

ケンファッション 株式会社キタゲン

市内の事業者同士が協力！



モノづくり技術

ケンファッション
【事業内容】 オリジナル資材製造販売
【住 所】 薪茶屋前23-14
【問合せ先】 0774－63－7106(素材の問合せ)

事業者情報

ケンファッション／株式会社キタゲン

株式会社キタゲン
【事業内容】 かばん製造・卸
【住 所】 薪泥々64
【問合せ先】 0774－62－0743(製造の問合せ)

事業者情報

当社では、取り扱う商品の全加工を

Made in Japanにするという信念のもと、

生地の糸染・織・編に取り組んでおります。

当社は生地の裁断から縫製、装飾など

一連のかばん製造技術を磨き上げており、

お客様の細やかなニーズにもお応え致します。

素材提案

製品製造



「アクリル製飛沫防止
パーテーション」

非常に透明度の高いアクリル板を使用
したパーテーションです。
当社独自の技術により、ネジや接着剤
を使用しておらず、簡単に組立・解体が
できます。

もともと店舗用什器やコレクション用の
ケースを製造していましたが、取引先か
らの要望により完全オーダーメイド制で
の製造を開始しました。

伸栄工業株式会社
製品紹介

当社独自の特許技術「ISJ接合技術」
を使用した製品となっています。

組立・解体が容易であることから、企業
展示会に出展する際の展示物用ケースと
しても使用いただいております。



伸栄工業株式会社
【事業内容】 炭素繊維材、ガラスエキポシ・

アラミドなど特殊樹脂の加工
【住 所】 (生駒工場)生駒市高山町3965-1
【問合せ先】 074３－７９－００７８

弊社は創業以来技術と品質を第一に

炭素繊維材の加工を中心に事業を展開し、

品質と納期対応には高い評価を頂いております。

これまで培った経験やノウハウを発揮するため、

お客様との綿密なコミュニケーションを図りながら

モノづくりのご要望に応え続けていきます。

モノづくり技術

事業者情報

伸栄工業株式会社



足踏み式消毒液スタンド

「ＣＯＶＩ－stanD」
足踏式の消毒液スタンドです。
金属製の足踏ペダルを採用しており、
構造も単純化していることから、
耐久性が高く長くお使い頂けます。
また、設置するボトルの高さ調整が
行えるので、幅広い消毒液にご利用
いただけます。

開発のきっかけは弊社取引先からの
ご依頼で作成したことです。社内にも
設置していたところ、多数のご依頼が
あったことから、製品化しました。

住江工業株式会社

【色】黒、白、ベージュからお選び頂けます
※消毒液ボトルは付属しておりません

幼児用足踏み式消毒液スタンド
【色】黒、白からお選び頂けます
※消毒液ボトルは付属しておりません

製品紹介



住江工業株式会社
【事業内容】 車両シートの製造
【住 所】 大住池ノ端1-1
【問合せ先】 0774－63－4001（営業購買s）

弊社は車両座席の専門製造メーカーであり、

自動車から鉄道、船舶まで各種シートの

一貫製造を行っています。

「こんな座席があれば、を形に」

をモットーに商品の研究・開発から製造まで

取り組んでおりますので、車両座席に限らず

「こんな物が欲しい」という声をお聞かせ下さい。

モノづくり技術

事業者情報

住江工業株式会社



次亜塩素酸水

「JIAFLY」
次亜塩素酸水「JIAFLY」は、塩と水
を電気分解することによって得られる
微アルカリ性電解水(pH8.1)です。
食材の殺菌や調理器具の除菌、ドアノ
ブの除菌、手の洗浄にも使用できます。

自社開発の水素吸引器で使用している
電極の技術を活かし、支援由来の原料
で製造可能な除菌・消臭剤を作りたい
という思いで開発・製造しました

スリーイーサイエンス株式会社

製品紹介

京田辺市中小企業
成長支援事業補助金



スリーイーサイエンス株式会社
【事業内容】 LED照明機器卸売

健康関連商品製造・販売
【住 所】 興戸地蔵谷１ D-egg101号室
【問合せ先】 0774－46－9710

弊社は「快適」と「エコ」の両立を目標とする会社です。

これまで培ってきた電極のノウハウは様々な事業に

応用可能で、例えば「オゾン発生装置」や「浄水装置」

等の開発・製造にも対応することが可能です。

また、今後の方針として電極の小型化を目指しており、

次亜塩素酸水性製装置の小型で価格を安価にして、

家庭用、海外用に販売する取組も進めています。

モノづくり技術

事業者情報

スリーイーサイエンス株式会社



「金属フレーム製飛沫
防止パーテーション」

アルミ製フレームを使用した、頑丈かつ
持ち運びしやすいパーテーションです。
そのときの端材を加工しているため、
オーダーメイドでの製造となります。

取引先より飛沫防止パーテーションが
作れないかと相談され、別製品に使用
していたアクリル、アルミの端材を組み
合わせて製造しました。

Ｔ．Ｓ．Ｆ(Total System Factory)

製品紹介

フレームの隙間には、樹脂部品（端材）
を埋め込んでおり、ホコリが溜まらず爪で
引っかけるなどのトラブルを防止できます。

資料受け渡し用の隙間を約15cmも確保
しており、カタログなどの分厚い資料も
通すことが可能です。



Ｔ．Ｓ．Ｆ(Total System Factory)
【事業内容】 流体制御、ガス加湿装置の

製作・製造
【住 所】 大住三野４５
【問合せ先】 07５－９８１－１４０９（ＦＡＸ）

当社は「流体制御一筋」を基本理念に、

装置の設計・製作・納品設置を行っております。

「あいつに言えば何とかしてくれる」と

お困りの際に言って貰え、頼られるために、

お客様の様々な要求に応えるよう

日々邁進しております。

モノづくり技術

事業者情報

Ｔ．Ｓ．Ｆ(Total System Factory)



飛沫感染対策パーテーション

「CATCH GATE」
複数の透明アクリル板を重ね合わせた
飛沫防止用パーテーションです。
この製品の特徴は商品展示機能を備え
ていることであり、中に商品サンプルを
配置することが可能です。

元々当社の製品である楊枝のＰＲ製品
として製品化を目指していましたが、新
型コロナウイルス感染症により需要が
急上昇。飲食コーナーを中心に設置を
開始しました。

株式会社雅び
製品紹介

製品は全て「完全オーダーメイド」。
アクリル板のサイズや厚さ、展示物
のスペースの大きさまでご希望に合
わせて製造します。
お気軽にお問い合わせ下さい。

人が集まる場所に実物の商品を展示でき、
感染症対策と商品ＰＲで一石二鳥です。



株式会社雅び
【事業内容】 つまようじ、あぶらとり紙、

パネル等の製造・販売
【住 所】 三山木中央9-6-15
【問合せ先】 0774－39－7164

弊社は国産つまようじの製造から始まりました。

伐採した樹皮から抽出した抗菌剤を使用しており、

国内でも珍しい専用の製造機を備えています。

国内林業の活性化と雇用の創出によるSDGsの

取組を推進するなど、身体にも環境にも優しい製品

を目指して日々モノづくりに取り組んでいます。

モノづくり技術

事業者情報

株式会社雅び


