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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49_ゾウケイコウボウヨジゲン
伝統工芸

ゾウケイコウボウヨジゲン
大阪府

49

造形工房四次元株式会社

あなたの思い描くキャラクターを立体化します。

紙・印刷関連

企業のシンボルとして、またはお店の目を引く看板とし
て、キャラクターの立体化を検討中のお客さまに、多種
多様なオーダーメイドのニーズやご予算に合わせて実績
と経験をもとに、ご満足いただけるご提案をいたしま
す。また、ロボット開発関係の技術提供をしていただけ
るパートナー企業様も募集中です。

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

手書きのラフ絵などの漠然としたイメージからでもお客様
のご意見を汲み取って立体化が可能です。予算・サイズ・
材質含め、お気軽にご相談ください。

広告代理店、設計会社、店舗オーナーなど
建設・
住宅関連

お問い合わせ

食品関連

〒561-0845
大阪府豊中市利倉2-18-1
TEL.06-6398-7868
山内 久士
info@yojigenkun.com

https://yojigenkun.com/
50_ダイドウガラスコウギョウ

ダイドウガラスコウギョウ

50

大同硝子興業株式会社

ＩＴ関連

大阪府

プラスチック成形を手離れ良く！

我が社のアピールポイント

プラスチック成形でお困りの企業様

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂島ビルディング 3F 314
TEL.06-6363-2261 ／ FAX.06-6365-8907
営業部 長岡 徹
t-nagaoka@daidoglass.co.jp

支援機関

お問い合わせ

その他業種

創業76年の信頼と実績／小ロットOK ／環境素材・抗菌素
材成形／高品質・高コストパフォーマンス／営業担当が親
身にサポート／工場見学可／

生活・
サービス関連

大同硝子興業は、50名のスタッフが24時間体制で支え
る自社工場と、20社超のビジネスネットワーク（パー
トナー）を駆使し、お客様のプラスチック製品製作に関
わる全ての工程をワンストップで実現させます。また、
生分解性プラスチックや紙・植物・貝殻などの「脱プラ
スチック素材」を使用した成形、抗ウイルス素材を活用
した成形など、昨今の市場ニーズにお応えするご提案に
も注力しております。

医療・介護・
健康関連

事業内容

https://www.daidoglass.co.jp
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51_ダイワシンクウ
伝統工芸

ダイワシンクウ
大阪府

51

株式会社大和真空

真空成形で医療／工業／水耕栽培トレー製造します。

金属・
機械関連

事業内容

紙・印刷関連

1971年創業以来、真空成形によるトレー容器の製造を
通して社会に貢献しています。主なお客様は医療部品、
工業部品、電子部品メーカー様で、出荷用、工程用トレー
を製造しています。水耕栽培事業者様には独自の栽培用
トレーを製造・販売しています。クリーンルーム工場や
樹脂型・金型を内製する金型工場を保有しています。材
質はPS、PP、PET、PVC、ALY、その他環境に優し
い材質と幅広くご用意出来ます。
我が社のアピールポイント

ゴム・

プラスチック関連

提案・設計・試作・金型・量産までを自社内でワンストッ
プ対応し、クラス100 ～ 10,000のクリーンルーム工場
も保有しています。

「包装」「容器」「梱包」でお困りの企業様
建設・
住宅関連

お問い合わせ

食品関連

〒571-0017
大阪府門真市四宮3丁目1番37号
TEL.072-882-2466 ／ FAX.072-885-3684
西口 佳弘
y.nishiguchi@daiwashinku.co.jp
52_タダプラスチックコウギョウ

タダプラスチックコウギョウ
ＩＴ関連

大阪府

52

多田プラスチック工業株式会社

精密射出成形・硬質ポリウレタン成形・小型 DC ポンプの製造販売

医療・介護・
健康関連

事業内容

生活・
サービス関連

多 田 プ ラ ス チ ッ ク 工 業 は、 創 業1919年。 射 出 成 形
は、ミクロン単位の精密成形(参考精度 0.005㎜ ~0.1
μm単位)が可能であり、金属代替で、軽量化・コスト
DOWN・設計自由度UPを実現させます。硬質ウレタン
成形は、断熱・軽量化・一体複合成形(工数削減)が特徴
でノンフロン処方。自由な設計が可能です。小型DCポ
ンプは、開発・設計から対応します。さらに、クリーン
ルームを所有しています。
我が社のアピールポイント

その他業種

精 密 射 出 成 形(0.1μm単 位)。 硬 質 ウ レ タ ン(熱 伝 導 率 は
0.021W/mk 初期値)。小型ダイヤフラムポンプ(気体・液
体用)・小型遠心ポンプ(液体用)

精密射出成形・ウレタン成形・小型ポンプ

支援機関

お問い合わせ

〒583-0037
大阪府藤井寺市津堂2-12-8
TEL.072-952-6163 ／ FAX.072-952-0910
営業推進室 前田 匡史
tadashi_maeda@tadapla.co.jp

http://www.tadapla.co.jp/
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53_トシプラ
伝統工芸

トシプラ
滋賀県

53

株式会社トシプラ

ブロー成形のおもしろ会社。3 姉妹 + 父 + ワン！？

紙・印刷関連

約32年、ブロー成形を主とした製造を行っています。
メインは電線埋設管用の継手で、市場シェアNo.1です。
自社製品として、二人で運べるポリタンク”TANK－
U”を発売しています。ものづくりを得意としており日
本だけでなく、海外でも多数の特許を保有しています。
2021年、自社製品である水上の仮設足場用のフロート
を開発し、製造だけでなく、販売・レンタルを自社で行
うという挑戦を始めました。

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

3姉妹+父+ワン！？が当社の特徴！父の会社を3姉妹で引
継ぎ、さらに事務所には社員犬が常駐。真剣にモノづくり
をしている、おもしろオンリーワン企業です。

水上の仮設足場をお求めの企業様
建設・
住宅関連

お問い合わせ

食品関連

〒527-0224
滋賀県東近江市市原野町794
TEL.0748-27-1424
利川 智子
tomoko@toshipla.com

https://toshipla.com/
54_ナックス

ナックス

54

ナックス株式会社
NEXT

ＩＴ関連

大阪府

USE への挑戦！

我が社のアピールポイント

梱包・物流・アパレル商材・POP関連

〒550-0003
大阪府大阪市西区京町堀3-9-7
TEL.06-6447-7861 ／ FAX.06-6447-7862
営業部 石川 誠
ishikawa@e-nax.co.jp

支援機関

お問い合わせ

その他業種

プラスチックの成型品の企画から金型製作・生産・出荷ま
で一貫して行えます。NEXT USEという新しい観点から
環境対策商品を提案します。

生活・
サービス関連

プラスチック製品の企画・製造・販売を一貫して行い、
POP関連会社・アパレル商材・物流・梱包資材のカタ
ログ品販売、また金型を製作してオリジナル商品の成型
販売を行っています。
環境素材での成型品（バイオマス素材・紙含有製品など）
や「NEXT USE」という新しい観点での製品開発に
も力を入れています。

医療・介護・
健康関連

事業内容

http://www.e-nax.co.jp
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55_ニホンシンクウホウソウキカイ
伝統工芸

ニホンシンクウホウソウキカイ
大阪府

55

日本真空包装機械株式会社
環境にやさしいパッケージのご提案

金属・
機械関連

事業内容

紙・印刷関連

・クリアケース・真空成形・ブリスターパックシール機・
放電くんペーパー・化粧品医薬部外品受託包装
再生樹脂、バイオ樹脂等環境にやさしいパッケージのご
提案をさせていただきます。自社工場から出たスケルト
ンを再生したシートでパッケージを作る取り組みもシー
トメーカーと協力しながら取り組んでいます。お客様で
出た廃棄予定のボトルから再生したシートを使って成形
トレーにする取り組みも進めています。
我が社のアピールポイント

ゴム・

プラスチック関連

パッケージの手配からセットアップまで一貫してお手伝い
できます。

セットアップ作業でお困りの方
建設・
住宅関連

お問い合わせ

食品関連

〒581-0852
大阪府八尾市西高安町1-61
TEL.072-999-7911
営業部 太田 和義
k-ota@jpinc.co.jp

https://www.jpinc.co.jp/
56_ミューパック・オザキ

ミューパック・オザキ
ＩＴ関連

大阪府

56

株式会社ミューパック・オザキ
あなたの夢をパッケージ。

医療・介護・
健康関連

事業内容

生活・
サービス関連

1980年の創業から製袋業として様々なパッケージ
に真摯に向合いながら、ひとつひとつではございますが
ご評価を積重ねて参りました。
生活の中にはいろんなパッケージが共存しています、当
社が製造した製品を通じて皆様のお役に立てることを信
じて誠実なパッケージをお届けいたします。

我が社のアピールポイント

その他業種

皆様の「こんなパッケージ作れますか？」に応えます。
スタッフ一同で提案します。
ぜひ当社にお任せください！

オリジナルパッケージを作りませんか。

支援機関

お問い合わせ

〒581-0042
大阪府八尾市南木の本5-2
TEL.072-991-1505 ／ FAX.072-993-9946
営業部 竹村 武則
t.takemura@mupack.co.jp

https://www.mupack.co.jp/
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57_メイワゴム
伝統工芸

メイワゴム
大阪府

57

明和ゴム株式会社

剥がれない接着技術で安心感を提供します！

紙・印刷関連

ゴムのインサート成型およびその加工品の製造・販売を
しています。ゴム材料の練りから金属部品の調達、イン
サート成型、切削・穴あけ・研磨加工、検査まで一貫製
造を行います。ゴム材質については、他社では取り扱い
が少ない低硬度品から高硬度品まで取り扱っています。
部品は金属だけではなく、樹脂も取り扱っています。金
属部品・樹脂部品ともに一括調達するので、お客様が調
達する手間が省けます。

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

小さなものから大きなものまでインサート成型します。長
尺物でも剥がれないライニングが可能です。

インサート成型でお困りのお客様

https://meiwagm.jp/
58_ユニックス

食品関連

〒578-0977
大阪府東大阪市鴻池徳庵町5-7
TEL.06-6744-1389 ／ FAX.06-6744-5305
営業 曽根 耕平
sone@meiwagm.jp

建設・
住宅関連

お問い合わせ

ユニックス

58

株式会社ユニックス

表面処理で応える「東大阪ブランド認定」のコーティング企業。

我が社のアピールポイント

コンタミ・残留・摩耗防止でお困りの企業様

〒578-0901
大阪府東大阪市加納4-14-31
TEL.072-968-1166 ／ FAX.072-966-3233
町田 泰久
machida@unics-co.jp

支援機関

お問い合わせ

その他業種

大阪府モノづくり優良企業や東大阪ブランドにも認定され
た当社の高耐摩耗性ウレタンコーティング「ユニレタン」
と低摩擦・高耐摩耗「テフタン」をご紹介します。

生活・
サービス関連

ユニックスは独自開発したハイスペックウレタンコー
ティング「ユニレタン」
「テフタン」を中心にフッ素コー
ティング、ナイロンコーティング、ライニング加工など
表面処理事業を展開しております。中でもウレタンコー
ティング「ユニレタン」は他社の追従を許さない驚異的
な耐久性を実現しました。「テフタン」はユニレタンを
ベースに抜群な耐久性とフッ素コーティングと同等の低
摩擦を発揮し、様々な産業装置にご使用頂けます。

医療・介護・
健康関連

事業内容

ＩＴ関連

大阪府

http://www.unics-co.jp
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