107_アールオーケー
伝統工芸

アールオーケー
大阪府

107

株式会社 Rok

赤ちゃんが着て、見て、触れて、心地よい服づくりを。

金属・
機械関連

事業内容

紙・印刷関連

国内のみならず海外へも輸出入を行っており、大人気の
ベビー袴「はかまロンパース」をはじめとした、様々な
シーンで活躍するベビー用品・子供服などの製造・販売・
卸をしています。弊社が意匠登録をしている「知育絵本
型スタイ」は、赤ちゃんの脳に良い刺激を与える絵本と
スタイが一体型になっており、食育などをテーマにした
短いお話を楽しめる工夫がされたスタイです。その他、
滅菌処理を施した新生児肌着なども販売しています。
我が社のアピールポイント

ゴム・

プラスチック関連

生まれたての赤ちゃんに安心して着せられるよう、滅菌処
理をした新生児肌着の開発など、様々な赤ちゃんのことを
考え抜いたこだわりの商品を製造しています。

ベビー服取扱い店舗様、子供用品取扱店舗様
建設・
住宅関連

お問い合わせ

食品関連

〒564-0051
大阪府吹田市豊津町11-34第10マイダビル705A
TEL.06-6152-8623 ／ FAX.06-6152-8624
営業部 西所友香
order@rok.co.jp

https://rok.co.jp/
108_アルファライン

アルファライン
ＩＴ関連

大阪府

108

アルファライン株式会社

ウェア・グッズのプリント・ポケット・特殊装飾、販促グッズ等

医療・介護・
健康関連

事業内容

生活・
サービス関連

衣料品のプリント・装飾加工をしています。プリントマ
スクでは、超一流芸能人や俳優さん、オリンピックで歌
われた歌手の方などのプリント・装飾マスクを加工、販
売しております。量販店向けに日産1000枚以上の加工
キャパ、実績があります。また、阪神球団のタイガース
ライセンスも持っており、販促品の製造・卸売もしてお
ります。超プレミア本金使用デザインTシャツやバッグ
なども扱っております。
我が社のアピールポイント

その他業種

プリントマスクをスマホで1枚からカンタン作成。お店の
ロゴやペットの写真など、小ロットを格安でご提供。また、
ココだけの超プレミアアイテムも作れます。

販促系グッズをお探しの企業様

支援機関

お問い合わせ

〒567-0868
大阪府茨木市沢良宜西1-2-5ヌーヴェレール南茨木４０１号
TEL.072-646-7386 ／ FAX.072-646-7389
営業部 岡林 広晃
alphaline@wind.ocn.ne.jp

https://www.original-pocket.com/
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109_エイコウ
伝統工芸

エイコウ
大阪府

109

株式会社永光

生活に密着した雑貨の総合卸商社

紙・印刷関連

アイデアグッズ、生活雑貨の企画、輸入販売
生活に寄り添った製品を展開し、メーカー兼卸売商社と
して事業を営んでおります。
お取引先様の協力のもと、手に取りやすく暮らしとここ
ろを豊かにする商品の開発に尽力し、贈る方、贈られる
方にも喜んでいただける商品をご提供していきます。

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

人々の生活習慣、行動様式、文化形成を考えて、“シーン”
にマッチしたアイデア雑貨を提案します。

色々な商材を取り扱っております。

http://eico-inc.jp/
110_カラダクリエイト

食品関連

〒567-0853
大阪府茨木市宮島2-2-22C-12
TEL.072-657-1401 ／ FAX.072-657-1403
営業部 東 真紀夫
eiko-azuma@eiko-jp.net

建設・
住宅関連

お問い合わせ

カラダクリエイト

110

株式会社からだクリエイト

カラダを強く美しくクリエイト！百歳になっても笑顔でスキップ♪

我が社のアピールポイント

カラダのお悩みは、ぜひご相談ください！

〒570-0073
大阪府守口市土居町8-112階
TEL.06-6991-5377 ／ FAX.06-6991-5455
中島 美穂
casaburanka10@ion.ocn.ne.jp
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支援機関

お問い合わせ

その他業種

整骨院を母体にもち、そこで培ったノウハウや知識、経験
を商品開発に活用しています。また、それらを持ち合わせ
たスタッフがイベントや店舗の運営を行っています

生活・
サービス関連

からだクリエイトは「カラダを強く美しくクリエイト」
をコンセプトにアイテムの開発・販売、カラダの使い方
を教える教室、整体など様々な健康促進サービスを展開
しています。
取り扱うアイテムは、全て着用した瞬間にカラダの変化
を体感できるのが特徴です。様々な商業施設で商品体感
イベントを行なっており、毎回大好評をいただいており
ます。

医療・介護・
健康関連

事業内容

ＩＴ関連

大阪府
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111_ソダインサツ
伝統工芸

ソダインサツ
大阪府

111

有限会社曽田印刷

贈った人も、貰った人も笑顔になる魔法のギフト

金属・
機械関連

事業内容

紙・印刷関連

テレビやラジオでも取り上げて頂いた、ありそうで
なかった「世界で一つのオリジナルギフト」1個から
OK ！水筒やタンブラー、植木鉢、お茶缶、コーヒー缶
等の円筒形の商品に、直接360度フチ無フルカラープ
リント致します。母の日、父の日、敬老の日、お誕生日、
各種お祝いのプレゼントに選ばれています。企業様のお
子様向けイベント、記念品等にもご採用頂いています。
マイボトルでSDGsの啓発にも取り組んでいます。
我が社のアピールポイント

ゴム・

プラスチック関連

円筒形へのプリントにに特化したサービスを展開していま
す。1個から、円筒形の商品にイラストや写真を360度フ
チ無フルカラープリント致します。

百貨店、ギフト店、雑貨店、水筒メーカー様
建設・
住宅関連

お問い合わせ

食品関連

〒572-0839
大阪府寝屋川市平池町34-26
TEL.072-800-5111 ／ FAX.072-838-1816
お絵かき水筒事業部 曽田 博幸
info@oekaki-suitou.com

https://oekaki-suitou.com
112_フラワーアトリエジン

フラワーアトリエジン
ＩＴ関連

大阪府

112

フラワーアトリエ仁

あなたにとって一番必要なシーンで最高の花をお届けします。

医療・介護・
健康関連

事業内容

生活・
サービス関連

プリザーブドフラワーをメインにお花を販売しておりま
す。インターネットにおきましては楽天等に常に新し
い商品を出品しております。 又地域では、車メーカー、
和菓子屋、ケーキ屋、駅前総合施設の店頭に置かせてい
ただいております。最近は仏花も人気があり納骨堂に納
品させて頂いたりしております。これからも皆様により
役立つ商品のご提案をさせていただきます。ぜひご相談
ください。
我が社のアピールポイント

その他業種

生花を特殊加工したお花、プリザーブドフラワーを販売し
ております。オリジナル商品、ノベルティ商品等も対応し
ておりますので是非ご相談ください。

ノベルディやお花をプレゼント等に使う会社

支援機関

お問い合わせ

〒572-0029
大阪府寝屋川市寿町20-12
TEL.090-2067-3699／FAX.072-6473-3910
代表 毛利 洋子
sayolo-1034@ezweb.ne.jp

https://www.rakuten.co.jp/flower-atelier-jin/
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113_プリーズ
伝統工芸

プリーズ
大阪府

113

有限会社プリーズ

ミニチュアの『ガラス』で作る季節商品

紙・印刷関連

希少な『素材』であるミニチュアガラスで、オリジナル
デザインの季節商品を中心に展開しています。ガラスは
薄い金箔を入れて成形することのできる特徴から、国産
金箔で縁起物なども作っています。また金箔の「ありが
たい」イメージにより、お守りの中身としてもご使用頂
いております。

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

『不良・破損』の気になる硝子製品ですが、弊社商品はパー
ツに至るまで完全検品しており、結果として『不良・破損』
の少ないメーカーとご支持頂いていおります。

季節物のノベルティーをされる会社

114_アクロエッジ

食品関連

〒542-0066
大阪府大阪市中央区瓦屋町2-2-10
TEL.06-6766-6880 ／ FAX.06-6766-6881
山路 和宏
info@please-glass.co.jp

建設・
住宅関連

お問い合わせ

アクロエッジ

114

株式会社アクロエッジ

分析機器の開発・製造・販売を手掛ける最先端のものづくり集団

我が社のアピールポイント

自動車・印刷・樹脂・フィルム等

〒573-0164
大阪府枚方市長尾谷町1-70-1
TEL.080-3822-6140
マーケティング部 佐々木 ひとみ
office@acroedge.co.jp

支援機関

お問い合わせ

その他業種

製品の多くは自社開発・製造であり、その装置を用いた受
託測定も承ります。ご紹介から販売に至るまで、装置開発
メーカーならではのきめ細かいサポートが可能。

生活・
サービス関連

樹脂の硬化度合いや収縮率を測定する装置・表面改質処
理後の改質度合いを測定する装置・検査機器に組み込み
可能な引張ステージ・LED照射器など、自動車・スマー
トフォン・フィルム・樹脂など様々な分野で研究用用途
や品質管理用途でご利用いただいております。
「Acro」
とは「最先端」を、
「Edge」は「鋭い」を意味します。
この文字のとおり弊社は、最先端でエッジの効いた技術
を生み続ける集団です。

医療・介護・
健康関連

事業内容

ＩＴ関連

大阪府

https://www.acroedge.co.jp
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