107_株式会社アイケン

107

伝統工芸

大阪府

株式会社アイケン
停電の不安がこれ 1 台で安心へ

非常用バックアップ電源 - 安心 -

電気機器が使える非常用バックアップ電源。出力1.5 ～
3kW、容量2760 ～ 11040Wh。寸法・重量違いで多
数のラインナップ。オペ室での対応や、冷凍冷蔵庫・イ
プが可能。医療機関では、停電が発生すると生命の危機
に直面する場合もあるが、規模や内容に応じて自家発電
装置に準ずる設備としての対応、レンタル可能。

108_アット

108

あっと株式会社

ちょうど良い健やかさの”ものさし”を創造する
グする機器と、その画像を取得・分析し、3秒でその人
の今の健康状態が分かる世界初の毛細血管解析システム
を開発・販売。毛細血管を世界の健康指標にすることを
目指しているヘルスケアベンチャー。

支援機関

〒541-0042
大阪府大阪市中央区今橋2-2-17 今川ビル3F
TEL.050-5876-8563 ／ FAX.06-7632-3188

その他
製造関連

薬局など、医療・福祉関係の事業所

生活・
サービス関連

2018年3月 日本総研主催「未来2018」メディカルヘル
スケア部門最優秀賞受賞
2019年4月りそな中小企業振興財団「中小企業優秀新技
術・新製品賞」奨励賞受賞

医療・介護・
健康関連

採血することなく人の指先の毛細血管画像をモニタリン

ＩＴ関連

大阪府

食品関連

http://www.aikenet.com

建設・
住宅関連

〒581-0013
大阪府八尾市山本町南7-13-27
TEL.072-943-1001 ／ FAX.072-943-1002

http://www.kekkan-bijin.jp/
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ゴム・

建設、設備関連、開業に携わる業種

プラスチック関連

官公庁、自治体、学校、全国の病院、クリニック様へ納品
実績があります。
「どれを何時間バックアップすればいいの？」
あらゆる業種のお客様の疑問にお答えします。

紙・印刷関連

ンキュベーターは機種により24時間以上のバックアッ

金属・
機械関連

商用電源から電気を蓄電し、停電時に蓄電した電気で

62

109_アルカディア・システムズ
伝統工芸

大阪府

109

アルカディア・システムズ株式会社
ゲームで楽しく続けるリハビリ

+

測定で「状態の見える化」

金属・
機械関連

ヘルサポはセンサーの前に立つだけで身体の動きや音
声に反応してゲームを利用した運動や身体の状態を測定
する運動支援システムです。多彩なプログラムは楽しみ
ながら身体を動かせるようなっており、リハビリに適し

紙・印刷関連

た動きになるよう専門家の監修の下作られています。運
動機能や姿勢の自動計測も可能！レポート自動作成で業
務効率化も！ゲームで楽しいから続くリハビリと計測で
の「見える化」で新時代を楽しく健康に！

ゴム・

プラスチック関連

平成27年 特許取得特許第5715282号 運動支援システ
ム、運動者側及びクラウドサーバ
平成29年 大阪府主催健康産業有望プラン発掘コンテスト
大阪府知事賞

建設・
住宅関連

福祉・医療関係の代理店様、導入検討施設様

食品関連

〒532-0011
大阪市淀川区西中島6-1-1 新大阪プライムタワー 20階
TEL.06-6390-0051 ／ FAX.06-6390-0041

https://arc-mec.com/
110_ウマノカガクヨウキ（カ

ＩＴ関連

大阪府

110

馬野化学容器株式会社
プラスチック容器の事ならお任せください

医療・介護・
健康関連

大正8年から大阪でものづくりをしています。
今年創業100周年を迎えました。ガラス製品だったも
のを時代とともにプラスチックに変化させて来ました。
全国の病院、薬局、化粧品などの容器として使って頂い
ております。

生活・
サービス関連

目薬容器、水薬容器、クリーム容器などサイズ・カラー
を豊富に取り揃えております。
小ロットでの注文もお受けします。

その他
製造関連

ベトナム（ホーチミン）に工場があります。

支援機関

デザインからのご相談もお受けします。
〒553-0002
大阪府大阪市福島区鷺洲2-7-1
TEL.06-6453-1331 ／ FAX.06-6456-4025

http://www.yamayu-umano.co.jp
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111_エンワ

111

伝統工芸

大阪府

ENWA 株式会社

高齢者見守りシステムの開発と認知症予防の研究
議システムと現場中継システムのソフト開発･販売メ
ーカーです。防災･救急･消防

遠隔医療、遠隔LIVE

手術、放送局、高度なE-ラーニングの分野での最先端
ソフト開発を長野県看護大学と共同研究開発中です。
認知症予防の研究も同時に行う。

112_オバタメディカルオフィス

112

株式会社オバタメディカル・オフィス
インフルエンザ感染対策に弱酸性次亜塩素酸水噴霧器ジアグリーン

今回展示させていただく弱酸性次亜塩素酸水噴霧器ジア
グリーンはインフルエンザ感染対策、消臭効果が期待さ
れ全国の病院、クリニック、薬局、薬店、ドラッグスト
ア、高齢者施設を中心に導入していただいております。
す。この機会に是非ご検討ください。

第K-141号

〒571-0054
大阪府門真市浜町27-8
TEL.06-6902-7575 ／ FAX.06-6902-7583

支援機関

製品の販売をお考えの企業様導入希望施設様

その他
製造関連

高度管理医療機器販売業賃貸業
大阪府知事許可 第N04717号
動物用高度管理医療機器販売・貸与業
古物商許可証 大阪府公安委員会

生活・
サービス関連

最近ではオフィスや各事業所への導入も増えておりま

医療・介護・
健康関連

医療機器の総合商社として2007年に創業。

ＩＴ関連

大阪府

食品関連

http://www.enwa.tv

建設・
住宅関連

〒550-0014
大阪府大阪市西区北堀江2-1-11 久我ビル北館8階
TEL.06-4390-3522 ／ FAX.06-4390-3523

http://www.obata-medical.com/
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ゴム・

独居老人対策の市町村、施設

プラスチック関連

2016年大阪府経営革新計画承認企業に認知される。
全国の放送局60社に映像システムを直接導入

紙・印刷関連

技術をもつ。最近は、高齢者見守りシステムのハード、

金属・
機械関連

映像テクノロジーとインターネットを利用したWeb会
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113_コアテック
伝統工芸

高知県

113

株式会社コアテック

さまざまな場所での除菌や脱臭をサポートします。

金属・
機械関連

・電解水生成装置の企画・販売
・空気清浄機の企画・販売
・医療用電気機械器具の企画・販売
・電子電気機械器具の企画・販売

紙・印刷関連

・連続式スラリーアイス生成装置の企画・販売

ゴム・

プラスチック関連

商標登録ーコアテック・コアクリーン・コアマイスター
浸透膜方式加湿空気清浄機 KH-35 加湿量最大級・集塵
能力 業界NO,1

建設・
住宅関連

地域に密着したパートナーを探しています！

食品関連

〒780-0053
高知県高知市駅前町1-8 第7駅前観光ビル6F
TEL.088-802-6801 ／ FAX.088-802-6803

http://kowa-tec.co.jp/
114_サカタベイカ

ＩＴ関連

山形県

114

酒田米菓株式会社
日本の伝統ある米文化を世界へ！

医療・介護・
健康関連

米菓製造業メーカー、米菓、チョコ含浸、チョコ上掛け
コーテイング、生地販売、プリントせんべい、パフ製造、
海外輸出。
国際規格の「FSSC22000」を本社工場、鳥海工場に
て認証取得、今後も食品安全マネジメントを継続、推進・

生活・
サービス関連

強化することにより、更なる食の安心・安全の向上と高
品質な商品の製造・販売に努めます。

その他
製造関連

昭和43年 第17回全国菓子大博覧会において“オランダ
せんべい”が名誉総裁賞受賞 工場長さ450M、工程全長
750M、玄米から製品までの－貫工場完成

支援機関

PB.OEM製造、食品スーパー、小売店
〒998-0832
山形県酒田市両羽町2-24
TEL.0234-22-5239 ／ FAX.0234-24-5239

https://www.sakatabeika.co.jp/
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115_シューズミニッシュ

115

有限会社シューズミニッシュ
理念「楽しく歩く人をふやす」

カー。商品は生野の町全体の職人の手を周り、バト
ン リ レ ー で1足 を 作 り 上 げ て い る。 主 力 ブ ラ ン ド の
『Re;getA(リゲッタ)』は「下駄をもう一度」という思
ており、シリーズ累計740万以上を製造展開している。
また実店舗は国内に19か所、海外は9か国27か所あり、
EC・催事・TV・カタログ等でも展開している。

116_ソウゴウイリョウサービスハーモニー

あなたがほほえむ暮らしを大切に

人生に寄り添い

ともに歩む

療ニーズが年々高くなってきており、当社では24時間
体制の看護・介護事業所を老人ホーム内に併設し、ご利
用者様への対応にあたります。土地の有効活用や、新規
に老人ホームオーナー事業をお考えのお客様に、様々な

〒530-0044
大阪府大阪市北区東天満1-11-13 AXIS南森町ビル901
TEL.06-6232-8248 ／ FAX.06-6232-8249

支援機関

一緒に老人ホームの運営をしませんか！

その他
製造関連

老人ホームの設計から建築、施設運営、看護・介護、給食、
入居相談、福祉用具、訪問診療までグループ企業で支援し
ます。

生活・
サービス関連

企画や運営支援を行っております。

医療・介護・
健康関連

有料老人ホームなど在宅において、高齢化社会に伴い医

ＩＴ関連

116

株式会社総合医療サービスハーモニー

食品関連

http://www.regeta.co.jp

建設・
住宅関連

〒544-0012
大阪市生野区巽西1-9-24
TEL.06-6755-2430 ／ FAX.06-6752-9788

https://harmony-medical.co.jp/
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ゴム・

卸売業

プラスチック関連

・「大阪製ブランド」に
“ビッグフットスリーストラップデザイン”が認定
・靴職人、高本やすおが
「なにわの名工」と「大阪テクノマスター」取得

紙・印刷関連

いを込め、歩き心地・履き心地を製作コンセプトにし

金属・
機械関連

㈲シューズミニッシュは履物(靴・サンダル)製造メー

大阪府

伝統工芸

大阪府
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117_タチヤ
伝統工芸

大阪府

117

株式会社城屋

創業 46 周年を迎えた革小物製造卸の老舗でございます

金属・
機械関連

服飾雑貨製造卸。ベルト、財布などの国内、海外製造卸。
医療機器販売（コラントッテ）

紙・印刷関連
ゴム・

プラスチック関連

各種専門店OEM。BtoBのEC事業

建設・
住宅関連

OEMもお受けいたします！

食品関連

〒537-0013
大阪市東成区大今里南1-9-13
TEL.06-6971-6908 ／ FAX.06-6908-6950

http://www.tachiya.jp/
118_タニモト

ＩＴ関連

大阪府

118

株式会社タニモト

微生物検査の細かなニーズを高い技術力でお応えします

医療・介護・
健康関連

臨床・食品検査・細菌・微生物検査培地
プラスチック成形

加工

製造

生活・
サービス関連
その他
製造関連

採便容器 意匠登録 特許出願
高度管理医療機器製造販売許可
医療機器製造販売許可
毒物劇物製造販売許可

支援機関

小ロットから対応
〒599-8266
大阪府堺市中区毛穴町155番地2
TEL.072-272-8868 ／ FAX.072-271-0099

http://www.tnmt.jp/tnindex.html
67

OSAKA ビジネスフェア ものづくり展+ 2019

製造販売

119_タムラテコ

119

伝統工芸

大阪府

株式会社タムラテコ

オゾンによる除菌・消臭なら長年の実績のタムラテコへお任せ
するメーカーとしてものづくりの街東大阪市から日本全
国の産業・行政・消防・救急・防衛などに納入していま
す。当社独自の特許技術も多数保有し、特に目に見えな
きのバクテクターシリーズは、多数の患者を搬送する救
急隊に採用され、使用されています。

120_マルトミケアハート

120

株式会社マルトミレンタ

ＩＴ関連

和歌山県

食品関連

http://teco.co.jp

建設・
住宅関連

〒577-0012
大阪府東大阪市長田東2-1-27
TEL.06-4309-1350 ／ FAX.06-4309-1360

ゴム・

薬剤の消臭・除菌が不可能な素材に

プラスチック関連

ISO 13485
特許保有数26件 全省庁統一資格企業 0000073738
経営革新計画承認企業 JETORO新輸出大国コンソーシ
アム

紙・印刷関連

いオゾンの除菌・消毒効果を可視化するCT積算機能付

金属・
機械関連

オゾン・紫外線を利用した消臭・除菌機器を製造・販売

笑顔と喜びあふれる商品とサービスをご提供

成28年からは福祉介護事業部を設立。介護に役立つ商
品を提案してまいりました。可搬型階段昇降機【らく段】
は和歌山県の『1社1元気技術』に登録。また和歌山市
の『チャレンジ新商品』にも選出されました。いまや介
などでは災害時のアイテムとして各方面でご活用いただ
いています。

〒640-0352
和歌山市井戸189-1
TEL.073-479-1321 ／ FAX.073-479-3089

支援機関

介護施設関連、病院関連、福祉用具販売関連

その他
製造関連

階段の勾配に沿って、手元ボタンで自動で階段を昇降。折
り畳みも可能で車に積んで持ち運びもできます。また荷物
用のらく段も用意、OEMで独自の商品に改造も可能です。

生活・
サービス関連

護施設等で送迎時に使用いただいたり、公共施設や病院

医療・介護・
健康関連

昭和40年から建設機械販売等の業務を行う一方で、平

http://marutomi-careheart.com/
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121_リバティソリューション
伝統工芸

島根県

121

株式会社リバティソリューション
介護のこれからを創造する。

金属・
機械関連

平成25年法人設立以来、医療機器・介護機器・福祉機
器の研究・開発・製造・販売を行っています。
【リバティひまわり】
心と身体の負担の大きい排泄介護環境の改善と、質の向

紙・印刷関連

上を目指し、介護者の負担を軽減し要介護者の尊厳を守
ります。
【リバティシュシュ】
除菌・消臭能力が非常に優れ、安心・安全な除菌水！

ゴム・

プラスチック関連

2016年特許取得 介護用排泄物処理装置として
（特許第6028772号）

建設・
住宅関連

さよならオムツ！～オムツ介護に朗報～

食品関連

〒690-0048
島根県松江市西嫁島1-2-7
TEL.0852-61-3999 ／ FAX.0852-61-2399

http://www.liberty-so.com/
122_アルファライン

ＩＴ関連

大阪府

122

アルファライン株式会社
衣類やバッグにポケット＆フルカラープリント

医療・介護・
健康関連

衣料品の加工をしてる企業になります。
この度、新たにシャツやユニフォーム、エコバッグなど
にフルカラーでオリジナルでポケットとフルカラーで印
刷できる技術を開発しました。
お店の名前やロゴ、個人の名前も版代無しで小ロットで

生活・
サービス関連

加工出来ます。
見た目もポケットという感じで無く、スポーティーな仕
上りになります。

その他
製造関連

特許庁承認商品

支援機関

オリジナル衣料やバッグを作りたい方
〒567-0868
大阪府茨木市沢良宜西1-2-5-401
TEL.072-646-7386 ／ FAX.072-646-7389

http://alphaline.co.jp
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123_エイチアンドイー

123

株式会社エイチアンドイー
プレミアム メンズコスメ：ATTRA（アトラ）

ンド『ATTRA(アトラ)』。男性のために開発したアトラ
製品は三種類。お肌ケアと同時に香水のように香りも楽
しんでいただけます。
ト問わず、様々なシーンでお気に入りの「香り」をお楽
しみいただける商品群です。
御要望に応じた製品開発にも取り組んでいます。

124_キタツギ

ＩＴ関連

124

北次株式会社

食品関連

https://attra-uomo.jp/

建設・
住宅関連

〒550-0005
大阪市西区西本町1-11-7
TEL.06-6534-1336 ／ FAX.06-6534-1446

ゴム・

出版社、小売り業、卸業、美容関連店舗

プラスチック関連

・高度管理医療機器等販売業：許可番号 N07026号
・化粧品製造販売業許可：許可番号 27C0X00627

紙・印刷関連

香りのバリエーションがあるので、ビジネス、プライベー

金属・
機械関連

男性のさりげないオシャレを演出するメンズコスメブラ

大阪府

伝統工芸

大阪府

布ものよろず相談承ります。
ます。バッグ・ポーチといった服飾雑貨はもちろん、医
療介護や産業用などさまざまなものを制作しています。
試作から量産まで一貫して国内で行っていますので、安
心してお任せいただけます。
もできますので、布ものづくりでお困りのときはお気軽
にご相談ください。

〒571-0033
大阪府門真市一番町15-7
TEL.06-6908-1594 ／ FAX.06-6906-6943

支援機関

布製品で何かお困りごとある方はどなた様も

その他
製造関連

大阪府ものづくり優秀賞（2015年）
カドマイスター（2013年）

生活・
サービス関連

プリントや刺繡、ビニールコーティングなど様々な加工

医療・介護・
健康関連

様々な布製品をオーダーメイドで50個から製作してい

http://www.nunomonokobo.co.jp
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125_クマガイデンコウ
伝統工芸

大阪府

クマガイ電工株式会社

125 「信頼と独創」暮らしに役立つ隠れたヒット商品

金属・
機械関連

水と電気と熱(ヒーター )を融合させる商品開発～生産を
得意とします。近年は，マイクロカーボンファイバーヒー
ターを組み込んだウェア等を投入し，冬の寒さを解消さ
せたパイオニア。「ぬくさに首ったけ」シリーズは，10

紙・印刷関連

年を超える製造・販売の実績で，お客様に快適さと感動
を与えています。是非，ブースにて温かさ以上のものを
ご体感下さい。また，バス保温クリーナーシリーズも根
強い人気で，30年以上の実績を持ちます。

ゴム・

プラスチック関連

2011年大阪ものづくり優良企業賞「特別賞」受賞
ISO9001 :2015認証取得
ISO14001:2015認証取得

建設・
住宅関連

OEMのご相談もお待ちしております。

食品関連

〒581-0077
大阪府八尾市西久宝寺190-1
TEL.072-992-6611 ／ FAX.072-993-7772

http://www.kumagai-dk.jp
126_グラッツイエ

ＩＴ関連

大阪府

126

株式会社 GRAZIE

現役アイリスト監修マツエク専用クレンジング

医療・介護・
健康関連

アイラッシュ・トータルエステ・3D増毛のサロン業
化粧品の製造・販売
美容サロンのフランチャイズ・サロンプロデュース
美容スクール・セミナーの企画・運営
海外事業

生活・
サービス関連
その他
製造関連

大阪府「男女いきいき・元気宣言」事業者登録
大阪市女性活躍リーディングカンパニー二つ星認証

支援機関

コスメショップ・アイラッシュサロン
〒542-0086
大阪市中央区西心斎橋2-1-13 御津ビル4F
TEL.06-6211-5007 ／ FAX.06-6210-3646

http://grazie8.com
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127_ケーティーユー

127

伝統工芸

鳥取県

株式会社 KTU
介護施設利用者様向け

買い物支援サービス SANPO
に、施設にいる間に必要な物が買い物ができ、送迎時に
手荷物として持って帰ることのできる買い物支援サービ
ス「SANPO」を運営しております。
とにより、買い物弱の方の生活を担保しながら、社会保
障の持続性にも寄与するためにサービスを立ち上げまし
た。

128_コーラル

128

株式会社コーラル

衣裳生地屋ならではのコストパフォーマンスと提案力！
専門生地卸問屋として大阪船場で創業50年以上の
歴史があります。
生地屋ならではのオリジナル商品や、お客様で
手作りして頂ける特殊付属品を販売しております。
お客様に満足して頂ける商品を、卸問屋ならではの
リーズナブルな価格でご提供いたします。

〒541-0056
大阪市中央区久太郎町3-4-3
TEL.06-6245-0608 ／ FAX.06-6245-0659

支援機関

衣裳、ユニフォーム制作承ります。

その他
製造関連

<カタログ請求無料>
コーラルでオリジナル衣裳をお作りしませんか？
カタログ無料請求は下記お電話かHPまで。

生活・
サービス関連

確かな品質のものを豊富な在庫の中からお選び頂き

医療・介護・
健康関連

株式会社コーラルは、ステージ衣裳や舞台衣裳用の

ＩＴ関連

大阪府

食品関連

http://ktu-sanpo.jp/

建設・
住宅関連

〒683-0853
鳥取県米子市両三柳825
TEL.0859-29-6025 ／ FAX.0859-37-2827

http://www.coraltex.co.jp
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ゴム・

導入したい！代理店になりたい！

プラスチック関連

VR技術でパノラマ化した仮想スーパーでの買い物を実現
し、無機質な買い物ではなく、「行った気になれる」楽しい
買い物を実現致します。

紙・印刷関連

社会問題である「買い物弱者」支援を民間活力で行うこ

金属・
機械関連

介護施設をご利用されている独居老々世帯の方を対象

72

129_ゴリキコウギョウ
伝統工芸

大阪府

129

株式会社五力工業
世界中の女性に愛されている

555

ヘアピン＆ヘアクリップ

金属・
機械関連

髪留め・ヘアピン・ボブピン・ヘアクリップの製造及び
販売

紙・印刷関連
ゴム・

プラスチック関連

ISO

9001/14001認証取得

建設・
住宅関連

様々なニーズに応じて開発・提供致します

食品関連

〒578-0941
東大阪市岩田町3-11-11
TEL.072-961-2255 ／ FAX.072-965-3233

http://www.goriki555.co.jp
130_シマヅ

ＩＴ関連

奈良県

130

株式会社シマヅ

はんと名前をベースに「ロット1」からオリジナルグッズ制作

医療・介護・
健康関連

はんと名前オーダー品の製造卸をメインにし、「ロット
1」から色んなグッズ制作を行っております。

生活・
サービス関連
その他
製造関連

「ロット1」から制作を得意としています。ご相談ください！

支援機関

グッズ販売会社様、印刷会社様
〒630-8262
奈良市北袋町22
TEL.0742-26-2666 ／ FAX.0742-26-0008

http://shop.e-name.jp
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131_シャルビー

131

伝統工芸

鳥取県

株式会社シャルビー

心もからだも、ふわりと軽くなる。全身保湿【サクラクリーム】
「アンチエイジング」スキンケアシリーズ「りとっとの
たからもの ほほうるる」を2009年より販売。
令和元年「桜」をモチーフにしたデザイン缶で、たっ
SAKURA CREAMを発売開始。
スキンケア〜ヘア・ボディケア〜メイクアップまで化粧
品全般の企画製造販売をしています。

132_スリック

SLICK 株式会社

132 「美容」「自然」「食」からナチュラルライフを提案・創造する
ズ」は美容サロンやコスメショップを通じてお客様に商
品やサービスを提供しています。コスメは高知県産原料
を用いたホームユースからプロユースのものまであり、
また、食品加工事業では美容と健康を意識した料理やお
展開しております。「より多くの“美”をサポートしたい」
そんな思いで商品づくりをしています。

〒783-0044
高知県南国市岡豊町八幡784-3
TEL.088-861-6266 ／ FAX.088-861-6266

支援機関

小売・卸・食品加工業・美容サロン・ジム

その他
製造関連

今年初めより茗荷農家の6次産業化商品の開発に取り組んで
きました。今秋発売の「元祖みょうが塩」！絶品薬味です！

生活・
サービス関連

やつ、栄養サポート食品として無添加低温乾燥フードを

医療・介護・
健康関連

私たちSLICK株式会社が運営するブランド「ローシー

ＩＴ関連

高知県

食品関連

https://sakuracream.jp

建設・
住宅関連

〒680-0914
鳥取県鳥取市南安長2-122
TEL.0857-21-2720 ／ FAX.0857-21-6139

http://lowsees.com
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ゴム・

バラエティショップ、雑貨店、化粧品問屋

プラスチック関連

化粧品製造販売業認可、化粧品製造業認可、産学官連携に
よる地域素材の共同研究・商品開発、各種商標取得、鳥取
県経営革新技術革新賞受賞、鳥取県産品「鳥取物がたり」
認定

紙・印刷関連

たひとつで髪、顔、体、手足の全身を保湿ケアできる

金属・
機械関連

鳥取県産のコラーゲン、グルコサミン、天然水を使った
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133_ソダインサツ
伝統工芸

大阪府

133

有限会社曽田印刷

あげた人も貰った人も見た人もみんなが笑顔になる！お絵かき水筒

金属・
機械関連

今までありそうでなかった！ 1本からOK!!水筒に1本
1本直接プリントするサービス♥360度フチ無フルカ
ラーでプリント！お子様のかいた絵がそのまま水筒にな
ります。お子様やペットの写真、大人の描いた絵でも

紙・印刷関連

OK ‼おじいちゃん、おばあちゃんの似顔絵やメッセー
ジをかいて水筒にしてプレゼントしたり、いつも頑張っ
てくれてるパパに家族写真を水筒にしてプレゼントした
り、卒園記念品や出産、お誕生日のお祝いに大人気！！

ゴム・

プラスチック関連

2017年大阪ギフトショーグランプリ獲得！！
新商品！お絵かきフラワーも大人気!!
企業様のお絵かきイベントでご採用頂いたり、百貨店様、
専門店様で販売中！

建設・
住宅関連

小売販売、販促、イベント会社

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

http://oekaki-suitou.com
134_ネクスト

ＩＴ関連

大阪府

134

株式会社ネクスト

腰部の負担を 40％軽減する装着ロボットです。

医療・介護・
健康関連

ATOUN社のパワードウエア（装着ロボット）の販売と
レンタルしてます。

生活・
サービス関連
その他
製造関連

経済産業省、第8回ロボット大賞（サービス分野）優秀賞

支援機関

従業員の腰部の負担を軽減したい事業主様
〒573-0051
大阪府枚方市三矢町1番11号13号室
TEL.072-808-6821 ／ FAX.072-808-6921

http://r-kinoshita.com/
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135_ヘソプロダクション

株式会社ヘソプロダクション

135 「種も仕掛けもある」雑・菓企業

玩具、文具、日用品雑貨、菓子等の企画、製造、販売
コンテンツの企画、制作、版権管理
〇リテールサポート事業
〇コンサルティング事業
店舗空間レイアウト、装飾、MDにおける企画立案実施
経営戦略、事業戦略、販売に関するコンサルティング

136_アイセル

136

アイセル株式会社

高効率混合・撹拌を実現するエレメント積層型 MSE ミキサー
基本構造とし、積層体内部に形成される流路内で流体を
分割・合流等することにより、従来にはない混合・撹拌
の高効率化を実現しています。本技術は、①配管経路中
で流体を混合する静的混合器、②撹拌翼、③撹拌子など
翼は泡立ちが少ないマイルドな撹拌、撹拌子は棒状撹拌
子より格段に短時間での混合を実現しています。

〒581-0068
大阪府八尾市跡部北の町1-2-16
TEL.072-991-0450 ／ FAX.072-994-7593

支援機関

混合・撹拌の効率アップに！！

その他
製造関連

関西ものづくり新撰2019選定
平成28年度新市場創造型標準化制度採択
第5回アジア粉体技術シンポジウム ベストポスター賞
国内登録特許9件、海外登録特許6件

生活・
サービス関連

に応用され、静的混合器は短距離での高効率混合、撹拌

医療・介護・
健康関連

本技術は多孔板形状を有する混合エレメントの積層体を

ＩＴ関連

大阪府

食品関連

https://www.heso-pro.com/

建設・
住宅関連

〒553-0007
大阪府大阪市福島区大開1-15-26
TEL.06-6464-5566 ／ FAX.06-6464-5556

http://isel.jp
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ゴム・

面白く新しい試みをお考えの皆様！

プラスチック関連

2017ユーキャン新語・流行語大賞 年間大賞を受賞

紙・印刷関連

流通のシステムソリューション

金属・
機械関連

〇商品プロデュース事業

伝統工芸

大阪府
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137_ウエストコウギョウヤズ
伝統工芸

鳥取県

有限会社ウエスト興業八頭

137 「安全」「安心」を「低コスト」で導入可能

金属・
機械関連

弊社は森林資源に恵まれた鳥取市用瀬町を拠点に、林業
部門、土木工事を中心とする建設業部門、一般貨物自動
車輸送部門などを営んでおり、林業機械に取り付けるグ
ラップルを始め、安価な装置の開発にも取り組んでいま

紙・印刷関連

す。特に「グリップる」の商標及びその特許を取得し、
「安
全」・「安心」で「低コスト」なグラップルの開発に力を
入れています。

ゴム・

プラスチック関連

平成29年度鳥取版経営革新計画承認
2018森林・林業・環境機械展示実演会
2019NEW環境展 出展

建設・
住宅関連

製造委託先、部品メーカー

食品関連

〒689-1211
鳥取県鳥取市用瀬町別府101-7
TEL.0858-87-3436 ／ FAX.0858-87-3303

http://west.tottori.jp/
138_カドノブラシセイサクショ

ＩＴ関連

大阪府

138

株式会社カドノブラシ製作所
世の中のすき間を Brush UP！

医療・介護・
健康関連

どの業界でも、どの家庭でも必ずご利用頂いているブラ
シ！弊社は国内でも数少ない総合ブラシメーカーです。
ネジリブラシ､ チャンネルブラシ､ 植毛ブラシ､ マスカ
ラ・歯間ブラシなど幅広い種類のブラシを設計・製造し
ています。だからこそお客様のニーズにマッチしたブラ

生活・
サービス関連

シの提案が即応出来ます。
会場にてぜひご相談ください。

その他
製造関連

様々な用途のブラシを展示しています。
ぜひ手に取ってブラシを体験・体感してみてください。

支援機関

想像していたブラシを形にしてみませんか？
〒553-0001
大阪市福島区海老江3-19-13
TEL.06-4799-7666 ／ FAX.06-4799-7333

http://www.kadono.net/
77
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139_キタニホンオンキョウ

139

伝統工芸

山形県

北日本音響株式会社

スピーカー製造で 42 年の歩み、卓越した技術で未来に貢献します
な用途のスピーカー、音響機器を開発から製造、販売ま
で手掛けており幅広い業界のお客様へ製品をお届けして
参りました。
ディオ)を立ち上げ、スピーカー開発で培った技術をベー
スにした高音質イヤホンを発表し好評を頂いておりま
す。

140_サンクレスト

株式会社サンクレスト

ＩＴ関連

大阪府

食品関連

http://www.kitanihon-onkyo.co.jp/

建設・
住宅関連

〒998-0831
山形県酒田市東両羽町3-8
TEL.0234-26-2722 ／ FAX.0234-23-7816

ゴム・

スピーカーを必要とする企業様

プラスチック関連

当社では製品紹介だけでは無くお客様の筐体に合わせた提
案を致します。また、各種スピーカーのカスタマイズやコ
ンパチブルの設計・生産にも対応致します。

紙・印刷関連

2017年には自社ブランド「MotherAudio」(マザーオー

金属・
機械関連

当社は「スピーカーのプロフェッショナル」として様々

140 【世界初！】サンクレスト自慢の 3 つの商品

フォンアクセサリーを専門として市場を作ってきまし
た。代表的な商品は「メールブロック」
「2度強化保護フィ
ルム」ですが、これら全てお客様と生の声を聞き商品化
したものばかりです。今では実績を積み重ね弊社のフィ
舗まで広がりました。これからも皆さんにきらきら・わ
くわく・どきどきを提供し続けていきます

〒577-0814
大阪府東大阪市南上小阪12-42
TEL.06-6725-5553 ／ FAX.06-6725-5539

支援機関

専門店様

その他
製造関連

・東大阪ブランド推進機構
「東大阪ブランド製品として3つの商品が認定」
（フルラウンドフィルム、衝撃吸収＋キズ自己修復フィルム、
ジュエリーカバー）

生活・
サービス関連

ルムやスマートフォンケースを取り扱う店舗は2500店

医療・介護・
健康関連

創業33周年を迎える株式会社サンクレストはスマート

http://suncrest.co.jp
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141_ジェイハンズ
伝統工芸

京都府

141

ジェイハンズ株式会社

手作り和雑貨の製造を通じて、なごみや心の豊かさを創造します

金属・
機械関連

京都市、綾部市に専属の加工者さんを抱え、手作り工芸
品（和雑貨）の製造、加工、卸を行っています。お裁縫
箱や名刺入れ、カードケースなど身の回りで喜ばれる商
品を企画、製造しています。自社オリジナル品の販売や、

紙・印刷関連

OEMでの製作も受けています。また、ネット通販「京
都

洛～伝統となごみの和雑貨」の運営・管理を行い、

BtoCで和雑貨の販売を行っています。

ゴム・

プラスチック関連

平成30年3月京都府中小企業「知恵の経営」実践モデル企
業として認証を受ける。平成31年2月京都商工会議所国内
販路開拓支援事業「あたらしきもの京都」に参画。

建設・
住宅関連

和に関する製造やオリジナル商品の販売

食品関連

〒600-8814
京都市下京区中堂寺庄ﾉ内町1-82
TEL.075-311-3521 ／ FAX.075-323-1519

http://www.jhands.co.jp
142_ショウエイサンギョウ

ＩＴ関連

大阪府

142

昭栄産業株式会社

現場資材は全てお任せ。東大阪を支える総合資材商社。

医療・介護・
健康関連

昭栄産業株式会社は今年で創業57年目を迎える、資材
の総合商社です。
現場で使用するテープやストレッチフィルム・緩衝材機
械から廃水汚染凝集剤など全てお任せください。
特に近年では、お客様の要望に応えるべく、より付加価

生活・
サービス関連

値のある商品を提案・提供しています。

その他
製造関連

資材からコスト削減と作業の簡略化を。

支援機関

作業の簡略化・効率化を目指す企業様
〒578-0932
東大阪市玉串町東3-3-87
TEL.072-966-8844 ／ FAX.072-966-8822

http://www.sesg.co.jp
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143_ショウガクシャ

143

伝統工芸

大阪府

株式会社ショウガク社

日本基準の技術と品質を世界から。確かな価値をご提供します！
指令対応の海外工場でのみ生産することや、日本基準に
よる徹底した検査体制により、安定した品質と信頼をお
届けします。各工場とは日本の市場特性や品質へのこだ
を共有しております。このような世界の工場とのグロー
バルでフレンドリーな関係構築からショウガク社品質が
生まれます。

144_シンジュクヤ

144

株式会社新宿屋

エキゾチックレザーを使用した手づくりの婦人靴を製造、催事販売
革を使用して、メイドインジャパンにこだわり、手づく
りで婦人靴を製造、催事販売しています。shinjukuya
ブランドは1974年に誕生しました。古く長い経験があ
るからこそ、多くの技術と信頼があります。足に合う靴
な女性に、オンリーワンの靴をご提案します。

〒537-0022
大阪市東成区中本5-19-11
TEL.06-6976-9850 ／ FAX.06-6976-9855

支援機関

靴の受注会、催事業者、販売代理店

その他
製造関連

「世界の一流品大図鑑」「りそなーれ」「大阪府よろず支援拠
点 支援事例集」に掲載。「創業手帳web掲載賞」を受賞。「大
阪商品計画」6期生として新商品開発中。

生活・
サービス関連

がない、外反母趾等でお悩みの女性、おしゃれが大好き

医療・介護・
健康関連

クロコダイル、オーストリッチ、トカゲ、シャーク、牛

ＩＴ関連

大阪府

食品関連

http://www.shogakusha-jp.co.jp

建設・
住宅関連

〒561-0841
大阪府豊中市名神口1-10-3
TEL.06-6866-7801 ／ FAX.06-6866-7802

https://shinjukuya.com
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ゴム・

幅広い分野の産業用ガラスを取扱っています

プラスチック関連

照明器具用ガラスパーツ全般・医療用・理化学用硝子部材・
光学レンズ等

紙・印刷関連

わり、顧客ニーズを徹底して話し合い、品質を守る意識

金属・
機械関連

ISO14001取得への取組みの中、環境に配慮したRoHS
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145_タケウチセイタイ
伝統工芸

大阪府

145

株式会社竹内製袋

高級感と個性を演出するパッケージの匠

ポリ袋はお任せください

金属・
機械関連

高級感のある個性豊かなファッションバックを製造。
ポリエチレン、不織布を使った袋を製造しております。
数多くの大手企業からの商品を製造、販売しています。
安心して注文していただけると思います。 短納期、小

紙・印刷関連

ロットでも承っております。

ゴム・

プラスチック関連

巾着袋、チャック袋、チャックループ袋等のファッション
バックの製造。クリスタルパック、シリコングッズ、エアー
ボトルネッカーなどノベルティグッズも承っております。

建設・
住宅関連

アパレル関係のお客様

食品関連

〒571-0015
大阪府門真市三ﾂ島5-9-24
TEL.072-885-8438 ／ FAX.072-885-8438

http://www.k-p-net.com/takeuchi/index.html
146_トーワ

ＩＴ関連

島根県

146

株式会社桐和
どんな綿でも糸にする！

医療・介護・
健康関連

小ロット､ 多品種の特殊紡績が中心で､ 原料は綿､ 合繊
全般(アクリル､ エステル､ レーヨン等)獣毛全般(カシミ
ヤ､ ウール､ アンゴラ､ シルク等)の原綿を使用して綿
紡績機で糸を製造する会社です｡

生活・
サービス関連
その他
製造関連

紡績技術指導などの相談
紡績糸で可能な限りの糸作りの相談

支援機関

紡績糸､ 織物､ ニット生地が必要な企業様

81

〒698-0044
島根県益田市中須町535-1
TEL.0856-24-8320 ／ FAX.0856-24-8318
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147_ナイガイセイヤク

147

伝統工芸

奈良県

内外製薬株式会社

最愛のパートナーの健康のために・・・
ました。
昭和30年には動物用医薬品製造業の許可を取得し、現
在は動物用医薬品、動物用医薬部外品などを製造販売し
犬猫用シャンプー、耳洗浄液などの動物用ケア用品の製
造販売も行っております。

148_ニシグチコウグセイサクショ

148

株式会社西口校具製作所
大正四年創業

黒板、ホワイトボード等メーカー

ほぼ全ての工程を大阪の自社で行う、黒板・ホワイトボー
ド・掲示板等の老舗メーカーです

支援機関

〒538-0035
大阪市鶴見区浜3-7-44
TEL.06-6911-7781 ／ FAX.06-6911-7893

その他
製造関連

新製品を扱って頂ける小売店・卸売業者様

生活・
サービス関連

建設業登録第116559号
学校・塾などの大型黒板
オフィス用ホワイトボード飲食店用木製メニューボード

医療・介護・
健康関連

西口校具製作所は下地処理から組立及び取付工事まで、

ＩＴ関連

大阪府

食品関連

http://www.naigai-pet.com/

建設・
住宅関連

〒639-2200
奈良県御所市1568
TEL.0745-65-1156 ／ FAX.0745-63-1978

http://www.nishiguchi-kg.jp

OSAKA ビジネスフェア ものづくり展+ 2019

ゴム・

OEMのご依頼大歓迎です。

プラスチック関連

動物用医薬品製造販売業許可
動物用医薬品製造業許可
動物用医薬部外品製造業許可
動物用医薬品店舗販売業許可

紙・印刷関連

ております。

金属・
機械関連

弊社は昭和26年配置薬の製造販売会社として創業致し

82

149_ノカミモッコウ
伝統工芸

和歌山県

149

野上木工株式会社

人々の笑顔のために、佳いものを革新的に創造し、お届けします

金属・
機械関連

野上木工は、打楽器製造・家具小売・福祉用具貸与／販
売の3点を柱に、お客様へ豊かな価値をお届けしていま
す。打楽器製造においては、円形木枠の加工技術を用い
た和太鼓・パーランク・タンブリン等の製造をしており

紙・印刷関連

ます。家具小売においては、法人様・個人様向け共に、
お客様の使用ニーズに合わせたご提案を行っています。
福祉用具貸与／販売においては、お客様の生活環境と想
いに寄り添ったご提案とサポートを進めています。

ゴム・

プラスチック関連

円形木枠加工技術、教育用タンブリン日本国内トップシェ
ア、メゾン・エ・オブジェ・パリ出展・販売実績有
40年以上の家具販売実績、医療機関向け家具や什器に多数
実績有

建設・
住宅関連

新規お取引先

食品関連

〒641-0014
和歌山県和歌山市毛見1437
TEL.073-444-5246 ／ FAX.073-444-5247

http://www.nokami.net
150_ノンオリジナル

ＩＴ関連

大阪府

150

有限会社ノンオリジナル
まごころのこもった手づくり袋物と雑貨

医療・介護・
健康関連

ポーチやバックなどの袋物を製造・卸販売いたしており
ます。手づくりの暖かみを生かし、愛用したくなる作品
作りを心がけております。企画・デザインからパターン
づくりまで工夫し、ひとつひとつ仕上げております。

生活・
サービス関連

オーダー品も承っております。サイズなどのご要望をお
伺いし、デザインのご提案をさせていただき、制作を行
います。(例)ノベルティ用ポーチ、ギフト商品用の巾着

その他
製造関連

観光地でのお土産コーナー、アパレル店でのプラスアルファ
の商品に。
お客様のニーズにあわせてカスタマイズした別注品も承り
ます。

支援機関

お店の彩りに、華やかな小物をどうぞ
〒590-0102
大阪府堺市南区和田東321-8
TEL.072-237-3596 ／ FAX.072-237-5061

https://tezukurinon.web.fc2.com/
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151_ハチダイコウサン

151

伝統工芸

大阪府

有限会社八大興産

顧客の信頼と期待に応え、地球環境、地域、社会の発展に貢献する
産業廃棄物焼却炉、各種プラント（破砕機、クラッシャー、
各種コンベア、熱交換機、炭化炉、ダクト、タンク等）、
製作、据付工事

152_パピヨン

152

有限会社パピヨン

ペットの健康を一番に考えて正しい情報を発信している会社です。

支援機関

OSAKA ビジネスフェア ものづくり展+ 2019

その他
製造関連

〒570-0044
大阪府守口市南寺方南通2-16-10
TEL.06-6992-8228

生活・
サービス関連

原材料や品質にこだわった商品の販売。毎月第4火曜日に
『ペットと飼い主さんのための健康倶楽部』主催。ペットの
健康を考え飼い主様に正しい情報の発信をしています。

医療・介護・
健康関連

ペットフード、サプリメント、用品の販売、

ＩＴ関連

大阪府

食品関連

http://www.hachidai.info/

建設・
住宅関連

〒581-0042
大阪府八尾市南木の本2-24-94
TEL.06-6796-8153 ／ FAX.06-6796-8183

ゴム・

なんでも相談してください！！

プラスチック関連

設 備 と し て テ ィ グ 溶 接 器、 半 自 動 溶 接 器、 交 流 溶 接 器、
ガ ス 溶 接 器、 卓 上 ボ ー ル 盤、 直 立 ボ ー ル 盤、 コ ン タ ー
U-300、フライス#2、旋盤6尺、旋盤芯高8尺を保有。

紙・印刷関連

メンテナンス（ボイラ、復水器、ファン等）

金属・
機械関連

排ガス処理設備、煙突等設計、製作、据付工事
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153_ミワタイヤ
伝統工芸

京都府

153

株式会社三輪タイヤ

BCP 建物給電対応車載発電装置とリチウムイオン電池搭載特装車

金属・
機械関連

三輪タイヤの、車載発電装置は自動車の走行用エンジン
に直結した独自の発電機と小型軽量コンパクトなシステ
ムで、出先で電気の必要な事業者様に好評を得ています。
発電に必要な機器類は分散配置技術により、荷室部

紙・印刷関連

が発電装置に占有されません。特許取得の信頼できる技
術は、リチウムイオン電池併用でエンジンを停止してい
ても電気の利用が可能です。BCP停電時電源装置とし
て建物給電システムにも対応いたします。

ゴム・

プラスチック関連

近畿経済局関西ものづくり新撰2019
はばたく中小企業小規模事業者300社H29年
京都府経営革新計画R1年/H23年/H18年
特許取得・実用新案取得多数有り

建設・
住宅関連

出先、出張先で電力が必要な業務の事業者様

食品関連

〒607-8261
京都府京都市山科区小野鐘付田町10番地2
TEL.075-571-2476／FAX.075-573-3394

http://mobility-p.com/
154_モダンパラダイス

ＩＴ関連

大阪府

株式会社モダンパラダイス

154 “オリジナリティ”かつ“旬”の企画・装飾を提案します！

医療・介護・
健康関連

各種イベントの企画＆運営･ディスプレイ企画･制作･
ファッションショー企画&運営を3つの柱として、トー
タルに企画･制作･運営を行うセールスプロモーション
(SP)企画会社です。大型店の企業開催イベントやイン
ストアプロモーションを行い、販売促進に繋げます。

生活・
サービス関連

企業のロゴ･名刺等のデザイン･制作も行っております。

その他
製造関連

産学連携プロジェクト（京都芸術デザイン専門学校）の実
地や学生のインターンシップの受け入れも行っております。

支援機関

イベントの企画やデザインをお求めの方
〒569-1123
大阪府高槻市芥川町2-14-7 ロイヤル高槻3階
TEL.072-686-5568 ／ FAX.072-685-1789

http://www.modern-paradise.co.jp
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155_リュウセイ

155

伝統工芸

大阪府

株式会社隆生

自分・家族・友人の顔を 3D フィギュアに！
ギュア。ご家族の記念品や、店舗、会社のスタッフ紹
介フィギュア、各種勉強会のノベルティー、その他様々
なシーンでお使い頂けます。著名人のオリジナル3D
納品は約2 ～ 3週間程度。撮影は数秒で終了します。
撮り直しOK ！ 200種類以上の衣装や髪形を組み合
わせて、いろんな自分を楽しめます。

156_ワジ

156

株式会社 waji

ＩＴ関連

大阪府

食品関連

http://www.kk-ryusei.com/

建設・
住宅関連

〒530-0047
大阪市北区西天満4-9-2
TEL.06-6467-4555 ／ FAX.06-6467-4556

ゴム・

業種は問いません。

プラスチック関連

出張による撮影も行っております。ご自宅や職場やパーティ
などの集まりに出張いたします。（家庭用コンセントをお借
りします）

紙・印刷関連

フィギュアは、宣材商品として販売されています。

金属・
機械関連

世界にひとつだけ、自分自身のオリジナル3Dフィ

アクセントとなる新規性に富んだ商品展開
3つの自社ブランドとOEM・ODMなどを
大阪市阿倍野区の自社工房にて行なっております。
販売：専門店、ECサイト、イベント販売（海外含む）
商品の特徴：新規性に富んだ商品展開
共同開発により、ガラスと革製品を融合したシリーズ
ぜひ、お問い合わせくださいませ！

〒599-8238
大阪府堺市中区土師町5丁8番8号
TEL.0722-06-0127 ／ FAX.0722-06-1127

支援機関

弊社にご興味のある全ての方々！

その他
製造関連

皮革・帆布を用いた鞄、服飾小物などの製造卸販売
美容師・トリマー・花屋向けシザーケースの製造小売
OEM・ODM（自社工房or提携先海外工場）

生活・
サービス関連

一例：老舗硝子メーカー（富硝子㈱）との

医療・介護・
健康関連

私たちは若い世代（20代〜 40代）が中心となり、

https://waji.co.jp
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157_ワテック
伝統工芸

山形県

157

ワテック株式会社

超小型・高感度 CCD/CMOS カメラのパイオニア

金属・
機械関連

ワテックはエンジニア集団の製品開発からスタートし、
設計・開発・製造まで国内で行い、世界60か国以上に
販売実績のあるカメラメーカーです。弊社独自の技術で
小型化や高感度化されたワテック製品は、FAや防犯用

紙・印刷関連

途のみならず、その高い品質と信頼性から、世界の各地
域の気候環境下や動揺体、さらには宇宙空間など幅広い
分野で活用されております。また1台からのカスタマイ
ズにも柔軟に対応しております。

ゴム・

プラスチック関連

経済産業省「元気なモノづくり中小企業300社」に選定
監視、医療、天体など幅広い用途に対応
超小型衛星への搭載実績

建設・
住宅関連

カメラを使用し業務の効率化・省人化を提案
〒101-0021
東京都千代田区外神田5-5-10 O.Kビル7階
TEL.03-6806-0200 ／ FAX.03-6806-0399

食品関連

http://www.watec.co.jp

ＩＴ関連
医療・介護・
健康関連
生活・
サービス関連
その他
製造関連
支援機関
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