89_アンシャントマン
伝統工芸

アンシャントマン
大阪府

89

株式会社アンシャントマン

社員がついて来ない？それなら！マンガ de 魅力化！

紙・印刷関連

社員教育で残るのはレポートばかりで実際の社員は変わ
らない…
マンガで＜楽しく＞行動を変える仕組みを手に入れませ
んか？楽しさドリブンで社員が自発的に動き、誰でも営
業でき、良い人材が取れ、発信ができる！
「実力」と「マンガ」が確実に残る！会社をスケール
UPさせるなら【マンガde魅力化】

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

自発的でない組織が自発的な組織に変わる！マンガde魅力
化なら営業力・採用力・発信力・全社活性力が身に付く！
成長物語を実現！

経営課題に悩む経営者

https://www.mangaculture.com/
90_エヌ・エム・ティーフロンティア

食品関連

〒550-0005
大阪府大阪市西区西本町1-4-1 オリックス本町ビル4F fabbit Global Gateway “Osaka Honmachi”
TEL.06-6121-6062
松山 秀俊
adviser@mangaculture.com

建設・
住宅関連

お問い合わせ

エヌ・エム・ティーフロンティア

90

株式会社エヌ・エム・ティーフロンティア

正しい人事評価制度の導入で、社員が成長し、企業も成長します！

我が社のアピールポイント

社員の人事評価でお悩みの中小企業の社長様

〒541-0046
大阪府大阪市中央区平野町2-6-11ホーコス伏見屋ビル４階
TEL.06-6210-5881 ／ FAX.06-6210-5882
左手（さて）、岡（おか）、湊（みなと）
pasys@nmt-f.co.jp

支援機関

お問い合わせ

その他業種

Daysはローコード開発ツール『GeneXus』にて開発さ
れており、今後も『GeneXus』を使って顧客企業のDX化
を支援して参ります。

生活・
サービス関連

正しい人事評価制度・システムの導入で、社員がグング
ン成長し、企業も成長します！
中小企業の社長、人事責任者必見！従来の人事評価は、
昇給・賞与の査定ツールでした。今必要なのは社員の成
長を促し企業の発展を実現する「成長の仕組み」です！
行動プロセスを評価し、評価結果を社員にしっかり
フィードバック。評価結果に納得するので信頼関係が生
まれ、社員の定着と成長が望めます！

医療・介護・
健康関連

事業内容

ＩＴ関連

大阪府

https://nmt-f.co.jp/
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91_コウデンシャ
伝統工芸

コウデンシャ
大阪府

91

株式会社高電社

翻訳（機械・人力）、音声認識、音声合成は高電社へ

金属・
機械関連

事業内容

紙・印刷関連

1979年の創業以来、一貫して言語処理に取り組んで
おり多方面から高い評価を頂いています。AI翻訳と音声
認識や音声合成などの連携、また翻訳者と機械の融合に
よるポストエディト翻訳などを取り組んでおります。
お客様へは高品質でコストを抑えた提案を致します。
高電社の翻訳ソリューションがお役に立てれば幸いで
す。
我が社のアピールポイント

ゴム・

プラスチック関連

自動翻訳システムとネイティブ翻訳者によるワンストップ
体制。

外国語での情報発信を必要とされるお客様
建設・
住宅関連

お問い合わせ

食品関連

〒545-0011
大阪府大阪市阿倍野区昭和町３－７－１
TEL.06-6628-8880 ／ FAX.06-6628-2351
営業推進部 中東・福田
am.kds-osaka-sale@kodensha.jp

https://www.kodensha.jp/
92_コモンプロダクツ

コモンプロダクツ
ＩＴ関連

大阪府

92

株式会社コモンプロダクツ

Ai 活用リユース POS、DX 対策ならコモンプロダクツ

医療・介護・
健康関連

事業内容

コモンプロダクツではAI、ロボット等の最新テクノロ
ジーを利用した各種POSソリューションを開発します。
お客様の業績アップを実現させるシステム、
業務の省力化・自動化に向けたシステム等の
各種ソリューション開発及びサポートで貢献します。

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

POSおよび画像認識システムを利用し、ユーザー様が抱え
る問題を解決するため様々なブレイクスルー実現に向けて
画像認識技術やAI技術でサポートします

POSや画像認識技術を求めている企業様

支援機関

お問い合わせ
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〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場1丁目12番3号船場グランドビル7F
TEL.06-6267-6698 ／ FAX.06-6267-7219
営業部 華野 浩司
k.hanano@cnanet.co.jp
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93_トウホクブツリュウ
伝統工芸

トウホクブツリュウ
山形県

93

東北物流株式会社

ものづくり県、山形からの新しいソリューションの発信

紙・印刷関連

2017年に世界包装機構主催の世界パッケージコンテス
トにおいてワールドスター賞を受賞いたしました。「包
む商品に物語りをつくる」ことを大切にしている会社で
す。電機関連(半導体、電子機器液晶関連製品)、食品関連、
靴箱関連の包装をオーダーメイドで企画・設計・販売・
運用サポートを行っております。産学官連携、企業間連
携により様々な商品に対応できます。

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

商品開発は「こだわり」と「熱意」です。商品のコンセプト・
販売戦略に沿ったご提案をいたします。

IT関連企業、食品メーカー

https://www.tohokubutsuryu.jp
94_ネクスト

食品関連

〒992-0011
山形県米沢市中田町4782
TEL.0238-37-2230 ／ FAX.0238-37-2262
前山 健二
maeyama-tohokub@cure.ocn.ne.jp

建設・
住宅関連

お問い合わせ

ネクスト

94

株式会社ネクスト

ＩＴ関連

大阪府

着るロボットで現場をラクに！

医療・介護・
健康関連

事業内容

中腰作業の軽減！
着るロボットの販売とレンタル

腰痛、中腰作業が大変でお困りの方。

〒573-0051
大阪府枚方市三矢町1-11シャルム枚方 13号
TEL.072-808-6821 ／ FAX.072-808-6921
木下 俊幸
next@r-kinoshita.com

支援機関

お問い合わせ

その他業種

販売のみならず、レンタルもしております。

生活・
サービス関連

我が社のアピールポイント

http://r-kinoshita.com/
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95_ビットミックス
伝統工芸

ビットミックス
大阪府

95

株式会社ビットミックス

中途採用における採用リスク回避でミスマッチゼロへ

金属・
機械関連

事業内容

トラブル常習者の入社を未然に防ぐ採用リスク回避ツー
ル<レキシル>の運営から企業のDX化を推進するDX事
業まで幅広く事業展開を行っています。

紙・印刷関連
我が社のアピールポイント
ゴム・

プラスチック関連

面接の限られた時間では確認することができない採用候補
者のポジティブ及びネガティブ情報を「WEB調査」と「第
三者評価」で提供致します。

中途採用を行われている企業様
建設・
住宅関連

お問い合わせ

食品関連

〒541-1004
大阪府大阪市中央区北浜２－６－１８淀屋橋スクエア８階
TEL.06-4706-8100 ／ FAX.06-4706-8101
レキシル事業部 山戸 飛裕
rekishiru@bitmix.jp

https://bitmix.jp/
96_ヒラオカゴウキンコウグ

ヒラオカゴウキンコウグ
ＩＴ関連

大阪府

96

枚岡合金工具株式会社

業務改善の統合ソリューションをご提案。

医療・介護・
健康関連

事業内容

文書管理・図面管理・販売管理・生産管理システム、工
場視える化IoTシステムなどの業務改善の統合ソリュー
ションをご提案します。

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

徹底した3S活動から進化した『情報の3S』のツールとし
て文書管理・図面管理システムを開発。3Sのノウハウを活
かした文書管理コンサルティングが強みです。

中小製造業

支援機関

お問い合わせ

〒544-0013
大阪府大阪市生野区巽中2-7-22
TEL.06-6758-2288
IT事業部 田原 健次
kt@digitaldolphins.jp

https://digitaldolphins.jp/
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97_プロディライト
伝統工芸

プロディライト
大阪府

97

株式会社プロディライト

これからもつながるを、もっと。電話から皆様の働き方を変える。

紙・印刷関連

固 定 電 話・ ビ ジ ネ ス フ ォ ン の 電 話 番 号 を ス マ ホ で
使えるテレワークや在宅勤務に最適な電話システ
ム「INNOVERA（ イ ノ ベ ラ ）」（https://www.
prodelight.co.jp/）を開発・販売。さらに現地に電話
線を必要としないクラウド型電話回線や世界No.1シェ
アを誇るSIP電話機の販売と共に電話環境のワンストッ
プサービスを提供。その他、電子黒板などコミュニケー
ションを快適にするツールも販売。

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

会社の電話番号をスマホで使える電話システムにて、テレ
ワーク導入の障壁となる「電話応対のための出社問題」を
解決。既に800社を超える導入実績があります。

法人企業・士業・コールセンター・自治体

https://www.prodelight.co.jp/
98_ホクセツカイロギケン

食品関連

〒541-0043
大阪府大阪市中央区高麗橋3-3-11 淀屋橋フレックスタワー 2F
TEL.06-6233-4555 ／ FAX.06-6233-4588
営業部 竹内 宏之
h.takeuchi@prodelight.co.jp

建設・
住宅関連

お問い合わせ

ホクセツカイロギケン

98

株式会社北摂回路技研

電子機器商品の開発における企画、試作から量産までをサポート！

我が社のアピールポイント

カメラモジュールを活用した商品の開発

〒567-0851
大阪府茨木市真砂2丁目9-3-2
TEL.072-630-2802 ／ FAX.072-630-2803
佐藤 雪奈
y-sato@hkg-gr.co.jp

支援機関

お問い合わせ

その他業種

自社製造のため、設計・製造・実装がワンストップで可能
です！一部の対応から、すべての業務対応まで、お客様の
ご要望に応じて柔軟に対応させていただきます。

生活・
サービス関連

●カメラモジュール●
小型カメラモジュールの開発を行っております。
用途に合わせてカスタム・仕様変更が可能。
新規開発・ソフトウェア開発も承っております。
お任せ下さい！→回路図設計・作成／ソフトウェア開発
プリント基板設計／伝送路解析／基板製作／部品実装
筐体サンプル製作（3Dスキャナー＆3Dプリンター）
CMOSセンサーを活用したカメラモジュールの開発

医療・介護・
健康関連

事業内容

ＩＴ関連

大阪府

https://hkg-gr.com/contact/
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99_ルナネクサス
伝統工芸

ルナネクサス
大阪府

99

株式会社ルナネクサス

技術力を最大限に生かしお客様により良い解決策を提案します！

金属・
機械関連

事業内容

紙・印刷関連

弊社は、電子機器の設計会社です。
「品質・スピード・価格」
にこだわり半導体電子回路のFPGA/LSI設計受託・シス
テム評価受託/販売・評価ボード開発/販売・ソフトウェ
ア開発・完成品の開発から製品までの事業を行っており
ます。これまで弊社が培ってきたハードウェア・ソフト
ウェア・筐体設計の技術力を最大限に生かし、顧客ごと
に製品・システムのカスタマイズや少量多品種といった
お客様のご要望にお応えします！
我が社のアピールポイント

ゴム・

プラスチック関連

新大阪本社・新横浜支社・ベトナム支社の3拠点で力合わ
せて「モノづくり」を行っています。ISO9001(品質)・
ISO14001(環境)取得。

ハード・ソフトの設計開発でお困りの方
建設・
住宅関連

お問い合わせ

食品関連

〒532-0004
大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-29テラサキ第二ビル6階
TEL.06-6395-7718
営業部
luna-sales@luna-nexus.com

http://www.luna-nexus.com/
100_ロイスエンタテインメント

ロイスエンタテインメント
ＩＴ関連

大阪府

100

株式会社ロイスエンタテインメント

フルオーダーメイドでお受けする、3D デザイン会社です。

医療・介護・
健康関連

事業内容

生活・
サービス関連

ロイスエンタテインメントは、2Dのイラストやお写真
から、3Dデータを作成し、造形まで社内で一貫して行
う3Dのデザイン会社です。最小5cm ～最大2mサイズ
のキャラクターや人物・プロダクト模型のフィギュアを
製作いたします（イレギュラーサイズは別途要相談）。
さらに、オンライン教室・オンラインセミナー向けのネッ
ト配信スタジオ構築サービスも行っております。
我が社のアピールポイント

その他業種

「アメトーーク！」「ホンマでっか！？ TV」等、メディア
での紹介実績多数

会社やお店でアイキャッチが欲しい企業様

支援機関

お問い合わせ

〒543-0028
大阪府大阪市天王寺区小橋町13-4内外ビル1F
TEL.06-6718-6890 ／ FAX.06-6718-6885
営業部 山岡 未弥
info@roice.co.jp

https://roice.co.jp/
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