39_アマサキ
伝統工芸

アマサキ
大阪府

39

株式会社アマサキ
何にでも印刷します

金属・
機械関連

事業内容

紙・印刷関連

特殊印刷全般
水と空気以外何でも印刷させて頂きます。
完成品に付加価値を付ける印刷
ダブルネーム、OEMもお任せください。
様々な印刷方法とご提案でお役に立ちます。

我が社のアピールポイント
ゴム・

プラスチック関連

特殊印刷のパイオニア
販促グッズから家庭家電、工業製品まで
あらゆるシーンに対応致します。

自社製品に付加価値を求めておられる会社
建設・
住宅関連

お問い合わせ

食品関連

〒595-0005
大阪府泉大津市森町2-8-8
TEL.0725-21-8109 ／ FAX.0725-21-4696
営業部 西野 一登
nishino@amasaki.co.jp
40_イヅミビジュツインサツ

イヅミビジュツインサツ
ＩＴ関連

大阪府

40

いづみ美術印刷株式会社

『こんなパッケージを作りたかった』そんな思いに応えたい！！

医療・介護・
健康関連

事業内容

生活・
サービス関連

いづみ美術印刷は紙製のオリジナルパッケージを企画・
生産しています。お客様のイメージを形に！無料サンプ
ルで企画・提案をサポートします。生産したパッケージ
の在庫管理もお任せください。L判トムソン機を導入し
たことで、お客様の要望に幅広く応えることができてい
ます。印刷から完成までの生産はもちろんのこと、トム
ソンのみのご依頼にも対応させていただきます。
我が社のアピールポイント

その他業種

インクジェットサンプルを無料で作成。大阪本社・東京支
店にパッケージショールーム有り。

オリジナル紙パッケージでお困りの方

支援機関

お問い合わせ

〒571-0043
大阪府門真市桑才新町24-1
TEL.06-6906-3210 ／ FAX.06-6906-3215
営業推進課 河野 徹也
info@izumiap.co.jp

https://www.izumiap.co.jp/
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41_ウラノ
伝統工芸

ウラノ
大阪府

41

株式会社ウラノ
頭で作る！手で学ぶ！

紙・印刷関連

1967年に創業
広告制作及び一般商業印刷
『カタログ・パンフレット』製作
環境に優しい紙素材を使った展示会用什器
同じく紙素材を用いた3Dペーパーパズルを
ミュージアム商業施設等
全国規模にてに販売致しております

金属・
機械関連

事業内容

我が社のアピールポイント
ゴム・

プラスチック関連

『3Dペーパーパズル』
レーザーカッティングだから
生み出せる繊細なディティール

販売代理店募集

42_ケイハンシコウ

食品関連

〒538-0054
大阪府大阪市鶴見区緑4-2-64
TEL.06-6953-2582 ／ FAX.06-6954-5166
統括部 畠山 武司
hatakeyama@urano.co.jp

建設・
住宅関連

お問い合わせ

ケイハンシコウ

42

京阪紙工株式会社

あっと！驚く、あっ！という間に、あっ！たらいいなを形に

我が社のアピールポイント

小売企業、販売代理店、商社様など

〒574-0064
大阪府大東市御領3丁目15番11号
TEL.072-873-8393 ／ FAX.072-873-8372

支援機関

お問い合わせ

その他業種

強化ダンボールを用いたBtoC商品の開発・販売を積極的に
取り組んでおります。丈夫さ、軽さ、さらにSDGsの観点
からも広く注目していただいています。

生活・
サービス関連

主に輸出や重量物用の梱包箱として強化ダンボールなど
を加工し、工作機械や精密機器メーカーなどへ販売して
おります。強化ダンボール以外にも一般ダンボール、プ
ラスチックダンボールの加工も手掛け、お客様のあらゆ
る梱包のお悩みを解決します。近年、強化ダンボールを
用いた一般消費者向け商品の開発もはじめ、非常用トイ
レやパーテーションなど、ダンボールの丈夫さ、軽さ、
扱いやすさを活かした商品づくりに取り組んでいます。

医療・介護・
健康関連

事業内容

ＩＴ関連

大阪府

info@keihan-shikou.com

https://www.keihan-shikou.com/
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43_サンヨウシキ
伝統工芸

サンヨウシキ
大阪府

43

山陽紙器株式会社

「便利」を売る段ボールの製造サービス業

金属・
機械関連

事業内容

紙・印刷関連

山陽紙器㈱は創業50年の段ボール製造会社です。いわ
ば段ボールの町工場です。単なる町工場では今の時代は
生き残れないと考えます。オリジナル段ボール製工作
キットの開発や、50年の歴史が培った包装技術を応用
し、近年においてはプラダン・発泡ポリエチレンの加工
にも応用し独自の商品開発を行っております。

我が社のアピールポイント
ゴム・

プラスチック関連

山陽紙器㈱は、私たちが作る段ボール製品に、真心・サー
ビスを付けてお客様にお届けし、段ボールの製造サービス
業として社会に貢献します。

お客様の要望に沿った数量で生産が可能です
建設・
住宅関連

お問い合わせ

食品関連

〒555-0033
大阪府大阪市西淀川区姫島3-8-12
TEL.06-6473-2337 ／ FAX.06-6474-1743
松田 拓明
h.matsuda@sanyoshiki.jp

https://www.sanyoshiki.jp
44_セイホウ

セイホウ
ＩＴ関連

大阪府

44

株式会社セイホウ

ラベル業界のスーパーチャレンジャー

医療・介護・
健康関連

事業内容

医薬品をはじめ化粧品に特化したシール・ラベル製造
メーカーになります。多種多様な印刷機と独自の検査シ
ステムを導入し、お客様のご要望に沿ったご提案と「も
のづくり」をお手伝い致します。

生活・
サービス関連

我が社のアピールポイント

その他業種

印刷に魅了された技術者達が情熱をもって「ものづくり」
を行う技術者集団です。「できない」はない。をモットーに
ワンチームでお客様のご要望にお応え致します。

どこまでも挑戦します。

支援機関

お問い合わせ

〒536-0021
大阪府大阪市城東区諏訪3-6-28
TEL.06-6969-2721 ／ FAX.06-6969-2723
営業グループ 林 弘倫
h-hayashi@seihou-seal.com

http://seihou-seal.com/
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45_タマヤ
伝統工芸

タマヤ
京都府

45

株式会社タマヤ

包装資材・パッケージのタマヤ

紙・印刷関連

明治43年創業。品質にこだわったパッケージ企画・製造・
販売を行う包装資材メーカーです。京都の地で100年
以上にわたり「モノを大切に包む」という日本文化を礎
に躍進してまいりました。企画・デザインから実際のパッ
ケージ製造・納品まで、トータルにお任せ下さい。独自
の後加工印刷システムにより、小ロットでのオリジナル
袋、缶の制作も可能です。全国ネットワークでお客様を
サポート致しますので安心してご相談下さい。

金属・
機械関連

事業内容

我が社のアピールポイント
ゴム・

プラスチック関連

パッケージデザインから製造・納品まで。長年食品業界に
おけるパッケージのノウハウを活かした提案・企画・デザ
イン力でお客様の想いをカタチにします。

パッケージでお困りの製造販売業者様

https://www.tamaya-net.co.jp
46_トウヨウシール

食品関連

〒601-8111
京都府京都市南区上鳥羽苗代町23-2
TEL.075-692-2250
営業部 小坂 章広
kosaka@tamaya-net.co.jp

建設・
住宅関連

お問い合わせ

トウヨウシール

46

東洋シール株式会社

ＩＴ関連

大阪府

SIAA 認証！業界最安！抗ウイルスラミネート

我が社のアピールポイント

全業種に対応した商品です！

〒537-0012
大阪府大阪市東成区大今里１－１６－８
TEL.06-6974-1621 ／ FAX.06-6971-2722
本社営業部 杉本 耀
y-sugimoto@mail.toyo-seal.co.jp

支援機関

お問い合わせ

その他業種

世界的に珍しい透明の薄物ラミネートなので
幅広い用途でお使いいただけます！

生活・
サービス関連

①フィルムメーカーとして
～東洋シールオリジナル製品のご紹介～
抗ウイルスシール、生分解性バイオマスフィルム等
②OEMメーカーとして
～抗ウイルスの受託加工のご紹介～
お客様が使用されているフィルムを支給して頂き、
抗ウイルスコーティングをすることにより、
お客様オリジナルの抗ウイルスフィルムが完成。

医療・介護・
健康関連

事業内容

https://www.toyo-seal.co.jp/
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47_トライアード
伝統工芸

トライアード
大阪府

47

株式会社トライアード

世界中の日常にささやかな楽しみを添える

ちょっといいもの

金属・
機械関連

事業内容

紙・印刷関連

弊社は、ビジョンが拓けて未来が明るく豊かになること
に貢献することを意味する［OMOSHIROIをかたちに］
をスローガンとし、私どもが得意とする独創的な企画
（提案力）×いろいろな表現手法によるデザイン力
（表現力）×きめ細やかなものづくり（技術力）の
調和した総合力によって創造するモノ・コト・トキを
通じて、世界中の日常にささやかな楽しみを添える
OMOSHIROIをお届けします。
我が社のアピールポイント

ゴム・

プラスチック関連

世界に届くオリジナルブランド商品（特許取得済・商標登録済）
大阪製ブランド（ベストプロダクト）、アジアデザイン賞など
国内外の複数の賞を受賞。ドバイ万博日本館VIP向け記念品として採択される。

オンリーワンの面白いPR商品を求める皆様
建設・
住宅関連

お問い合わせ

食品関連

〒555-0012
大阪府大阪市西淀川区御幣島2-18-25
TEL.06-6473-5800
堀口 英人
hori-hide@triad-japan.com

https://www.triad-japan.com/
48_イマムラカガク

イマムラカガク
ＩＴ関連

大阪府

48

有限会社今村化学

樹脂・プラスチックをキ－ワ－ドにお気軽にご相談ください！

医療・介護・
健康関連

事業内容

◎熱硬化性プラスチック圧縮成形、トランスファ－成形
◎テストピ－ス試作成形 ◎移管金型成形サ－ビス ◎
射出成形 ◎プラスチック切削加工 ◎自社製品開発
①電気工事用工具部品 ②医療関係器具

生活・
サービス関連

我が社のアピールポイント

その他業種

プラスチック成形加工に関する課題・問題解決能力、プラ
スチック製品の企画開発力

プラスチック製品で課題のあるメ－カ－様

支援機関

お問い合わせ

〒569-1034
大阪府高槻市大蔵司２－６－４
TEL.072-688-2708 ／ FAX.072-689-0425
代表取締役 今村 正弘
i_masahiro@ima-kagaku.co.jp

https://www.imamurakagaku.com
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