55_アケボノカセイ

55

伝統工芸

大阪府

あけぼの化成株式会社

樹脂成形（押出成形・シート成形等）の事ならあけぼの化成
ム工場に於いて「シート成形」も製造しております。オ
リジナル「樹脂パレット」は、イニシャル無しで要望の
サイズを製作することが出来ます。また、パイプ関係も
成形可能です。また、LED照明のポリカカバーは、顧
客ニーズにお応えできるように開発設計から製品製作ま
で実施しています。

56_アライカセイ

56

株式会社アライ化成

高品質プラスチック容器づくりのプロフェッショナル
主に化粧品向けの製品を扱っており、ストレッチブロー
(2軸延伸ブロー )製のボトルや、インジェクション(射出
成型)製のキャップ、容器などを製造しております。又、
自社の規格商品を保有しており、容器メーカーとして製

〒547-0001
大阪府大阪市平野区加美北9-4-3
TEL.06-6794-2866 ／ FAX.06-6794-3099

支援機関

容器.CAP.ボトルをお探しの方

その他
製造関連

デザイン、設計から承ります。

生活・
サービス関連

造、及び販売させて頂いております。

医療・介護・
健康関連

当社は、プラスチック容器全般の製造を行っております。

ＩＴ関連

大阪府

食品関連

http://www.akebonokasei.co.jp

建設・
住宅関連

〒582-0027
大阪府柏原市円明町741-1
TEL.072-976-1041 ／ FAX.072-977-9101

https://aims-ark.jp
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ゴム・

樹脂パレット！シート製品！照明用カバー

プラスチック関連

オリジナルの ｢樹脂パレット」は、大阪府立大学と連携し
強度設計をして製品化したものです。

紙・印刷関連

幅広く扱っており、原料ではPEをはじめABS、塩ビも

金属・
機械関連

当社は、異形押出メーカーで有りますが、その他ベトナ

36

57_アリス
伝統工芸

大阪府

57

株式会社アリス

「できない」と断るのではなく「どうしたら出来るか」を考えます

金属・
機械関連

開発研究に必要となるものづくりを中心に、樹脂・金属・
ゴム素材などさまざまな加工技術を駆使し、多彩な設計
製作を行っています。また、CAD ／ CAMやCNCマシ
ニングセンタなどの設備も整っております。

紙・印刷関連

お客様との信頼関係を大切にし、従業員みんなが心掛け
ている「お客様の期待値を超える品質」は高い評価を頂
いており、多くのお客様に喜んでいただいております。

ゴム・

プラスチック関連

医療業界など新素材の開発が進んでおります。
他社様では前例がなく断られがちである新素材の加工も積
極的にトライします。「できない」と断らないのがアリスで
す。

建設・
住宅関連

開発試作から量産まで幅広く対応いたします

食品関連

〒578-0901
大阪府東大阪市加納4-2-8
TEL.072-964-2100 ／ FAX.072-964-2101

http://www.arice-world0917.jp/
58_オーテック

ＩＴ関連

大阪府

58

オーテック株式会社
挑戦！

医療・介護・
健康関連

品質・納期に挑戦し続けます！をモットーに、他社で断
られた製品でも、社員一丸となり試行錯誤し、お客様に
喜んでいただける製品を製作しております。品質に対し
ての追求も惜しまず、常に最高品質の製品の提供に努め、
日々、向上心を持ち成長している、やる気・元気のある

生活・
サービス関連

会社です。社風もアットホームな雰囲気なので、笑顔で
溢れています！

その他
製造関連

ISO9001/2015認証取得

支援機関

機械、土木建築、半導体、及び商社様
〒546-0022
大阪市東住吉区住道矢田8-10-7
TEL.06-6706-3931 ／ FAX.06-6706-3933

http://www.o-tec56.com/
37
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59_キッズモデル

59

伝統工芸

大阪府

KID's モデル

真空注型・アクリル型成形等
等を使用し、品質、短納期、コスト等、お客様の幅広い
ニーズにお応えする為に取り組んでおります。シリコン
ゴム（医療用、食品衛生対応）、ABS、PP、アクリル、

60

株式会社三共プラス

ＩＴ関連

大阪府

食品関連

60_サンキョウプラス

建設・
住宅関連

〒567-0865
大阪府茨木市横江2-10-48
TEL.072-646-8324 ／ FAX.072-646-8326

ゴム・

部品メーカー様 商社様

プラスチック関連

製品開発を単品試作からトータルサポート

紙・印刷関連

エラストマー、難燃、耐熱、フィラー等

金属・
機械関連

弊社では大物から小物まで多種多様の樹脂材、シリコン

もう一歩先の新しさへ

フィルム関連事業の企画・提案

医療・介護・
健康関連

高機能プラスチックフィルムの販売・加工

生活・
サービス関連

〒577-0066
大阪府東大阪市高井田本通5-3-7
TEL.06-6618-3003 ／ FAX.06-6618-3555

支援機関

表面加飾でお悩みの方、是非お見え下さい！

その他
製造関連

「フィルムインサート成形」に使用する易成形フィルムを
各種展示しております。

http://www.sankyo-plus.co.jp

OSAKA ビジネスフェア ものづくり展+ 2019
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61_サンセロ
伝統工芸

島根県

61

株式会社サン・セロ
お客様のニーズをカタチにします。

金属・
機械関連

塩ビ製品の製造販売
主力商品である、重要書類ファイル、ホテル、旅館等の
インフォメーションバインダー、文具を中心とした各種
手帳カバー、車検証ケース等を手掛けております。

紙・印刷関連

完全別注品対応となりますので、お客様の要望をカタチ
に致します。また、自社工場での一貫生産となりますの
で、小ロット対応も可能です。長年の経験と高い技術力
を活かしてお客様のご要望にお応えします。

ゴム・

プラスチック関連

不動産ファイル/車検証ケース/箔特殊印刷（浮出し印刷）

建設・
住宅関連

雑貨関係 商社・企画会社

食品関連

〒690-0021
島根県松江市矢田町250-2
TEL.0852-25-5823 ／ FAX.0852-25-5825

http://www.suncello.co.jp
62_ジュラロンコウギョウ

ＩＴ関連

大阪府

62

ジュラロン工業株式会社

ナノオーダーの超精密金型及びプラスチックレンズ

医療・介護・
健康関連

弊社では長年培った射出成形技術・光学設計・超精密加
工技術に加えて、真空蒸着装置や各種測定機を導入する
ことで、プラスチックレンズの一貫した量産・品質保証
体制を整えてまいりました。現在では光ピックアップや
センシングを中心としたレンズや、ギアをはじめとした

生活・
サービス関連

エンプラ成形品に加え、超精密加工技術を活かした金
型・鏡面切削品を供給しています。グローバル・ニッチ
をテーマに事業を展開しています。

その他
製造関連

小径カメラ用レンズ・3Dセンシング用レンズアレイ金型
レンズ形状誤差PV0.1µm以内、粗さRa2nm以内可能

支援機関

プラレンズや微細金型が必要な企業様
〒576-0053
大阪府交野市郡津2-51-8
TEL.072-891-5515 ／ FAX.072-893-9759

http://www.juraron.co.jp/
39
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63_スーパーデンザイ

63

伝統工芸

兵庫県

スーパー電材株式会社

熱硬化性樹脂をメインとしたものづくりをしております
加工販売を行っております。特に、熱硬化性樹脂材料、
試作用絶縁部材の製作を得意としております。材料は
メーカー様より直接購入しており、創業以来永くご愛顧

紙・印刷関連

頂いております。

射出成形、発泡ウレタン成形、小型 DC ポンプの専門メーカー
自動車分野、食品分野、精密成形
2.硬質ポリウレタン発泡成形品製造販売
住宅分野、低温物流分野、自動車分野、風呂フタ、断
熱パネル
自動車分野、医療機器分野、超小型ダイヤフラムポン
プ、直動式ダイヤフラムポンプ

〒583-0037
大阪府藤井寺市津堂2-12-8
TEL.072-952-6145 ／ FAX.072-952-0910

支援機関

射出・発泡ウレタン成形品、小型DCポンプ

その他
製造関連

優良中小企業として通産大臣賞及び
大阪能率協会等より表彰10回
特許・実用新案/20件、意匠登録/18件
商標登録/11件

生活・
サービス関連

3.小型DCポンプ製造販売

医療・介護・
健康関連

1.射出成形品製造販売

ＩＴ関連

64

多田プラスチック工業株式会社

食品関連

64_タダプラスチックコウギョウ

建設・
住宅関連

〒654-0027
神戸市須磨区千歳町4-3-33 ヤマキビル4F東
TEL.078-754-7216 ／ FAX.078-754-7217

http://www.tadapla.co.jp
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ゴム・

電機メーカー様、機械・装置メーカー様ほか

プラスチック関連

経営革新計画兵庫県知事承認(平成30年）

大阪府

金属・
機械関連

弊社では、工業用プラスチック製品、電気絶縁材料等の

40

65_ナックス
伝統工芸

大阪府

65

ナックス株式会社
人にやさしいものづくり

金属・
機械関連

プラスチック製品は様々な用途に使用されています。
しかしながら、環境にやさしくないものと思われていま
す。ナックスは紙・石・木などを配合した樹脂やバイオ
マス樹脂を使用することで、CO₂の排出量を抑えた製品

紙・印刷関連

化に挑戦し続けています。
環境に配慮したものづくりと人にやさしいものづくりを
提案します。

ゴム・

プラスチック関連

特許商品多数あり

建設・
住宅関連

新しいプラ製品をお求めの方

食品関連

〒550-0003
大阪市西区京町堀3-9-7
TEL.06-6447-7861 ／ FAX.06-6447-7862

http://www.e-nax.co.jp/
66_ニホンシンクウホウソウキカイ

ＩＴ関連

大阪府

66

日本真空包装機械株式会社
透明パッケージのパイオニア

医療・介護・
健康関連

「日本真空包装機械株式会社」は昭和33年に創業しまし
た。クラムシェルやトレー、スライド成形等のブリスター
成形、ブリスターパックシール機械の製造、クリアケー
スの製造と、透明硬質樹脂パッケージに関することなら
何でも対応出来る製造工場になっております。

生活・
サービス関連

最近は、化粧品・医薬部外品の受託包装も始めました。
ロングセラーの「放電くんペーパー」もあります。

その他
製造関連

化粧品製造業許可証、医薬部外品製造業許可証、化粧品製
造販売業許可証、ISO9001:2015(水越営業所・福井工場）、
次世代認定マーク（くるみん）取得

支援機関

化粧品・医薬部外品のメーカー様
〒581-0852
大阪府八尾市西高安町1-61
TEL.072-999-7911 ／ FAX.072-998-1750

http://www.jpinc.co.jp
41
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67_ニホンスリットコウギョウ

67

日本スリット工業株式会社
プラスチックフィルムや不織布の各種加工

おります。①スリット加工：ロール状の長尺フィルムを、
一定の幅で連続切断し、ロールに巻き取ります。②打ち
抜き加工：ご希望の形状に打ち抜きます。連続して印刷
穴を開けて、通気性を付与します。④エンボス加工：剥
離性や滑り性が向上します。⑤易開封加工：手で簡単に
開けられる包装資材に使用されます。

68_ラバーマテリアル

”ゴムを科学する”ゴムの開発・試作・設計の専門メーカー
最大限に発揮させるための設計・開発並びに販売を行っ
ております。主な製品には、膨張シール、ダイヤフラム、
ゴムと高機能材料との複合製品等がございます。

医療・介護・
健康関連

ゴムに関する技術的な知識を武器に、ゴム製品の機能を

ＩＴ関連

68

ラバーマテリアル株式会社

食品関連

https://www.nihonslit.co.jp/

建設・
住宅関連

〒587-0042
大阪府堺市美原区木材通4-17-16
TEL.072-361-3508 ／ FAX.072-361-2231

ゴム・

フィルムや不織布を取り扱う企業様

プラスチック関連

弊社の加工技術は、食品包装資材、自動車、建築、化粧品など、
幅広い用途にご利用いただいております。

紙・印刷関連

図柄に合わせて打ち抜きも可能。③有孔加工： 微細な

金属・
機械関連

弊社は、プラスチックフィルムや不織布の加工を行って

大阪府

伝統工芸

大阪府

生活・
サービス関連

〒581-0036
大阪府八尾市沼1丁目68-82
TEL.072-949-6550 ／ FAX.072-949-7689

支援機関

ゴム製品でお困りでしたらご相談ください

その他
製造関連

特許：弾性シール材を使用したシール方法。電線ケーブル
貫通孔のシール方法。

https://www.rubber-material.co.jp/
OSAKA ビジネスフェア ものづくり展+ 2019
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69_アヤシロ
伝統工芸

滋賀県

69

株式会社アヤシロ

地域社会における廃ガラスの資源循環と利活用

金属・
機械関連

「スーパーソル」廃ガラスを粉砕、焼成発泡させること
で生まれた人工の無機質系多孔質軽量発泡資材です。地
球にやさしい土壌還元型資材で、透水性・保水性に優れ、
耐火性を兼ね備えています。また用途に合わせ比重・吸

紙・印刷関連

水率を自由にコントロールする事により緑化・断熱・園
芸・水質浄化・建築・土木などの多くの用途で活用でき、
資源循環型社会構築において必要不可欠な高い付加価値
を持つエコマーク商品の製造販売をしています。

ゴム・

プラスチック関連

〔スーパーソルの各種認定・登録・制定〕
NETIS登録：無機質土壌改良材・軽量盛土材
エコマーク認定・滋賀県リサイクル製品認定
JIS Z 7313

建設・
住宅関連

設計コンサルタントの皆様ご検討下さい

食品関連

〒525-0062
滋賀県草津市山田町205-1
TEL.077-563-7777 ／ FAX.077-563-7782

http://www.ayashiro.co.jp
70_イズタニモクザイショウテン

ＩＴ関連

奈良県

70

株式会社泉谷木材商店
森と住まいの架け橋

優良な吉野材を確かな品質・安心価格で

医療・介護・
健康関連

吉野の森の恵みを大事に加工し、健康的で環境にも優し
い住まいづくりを応援します。設計家・工務店と幅広い
ネットワークを組んで、お施主様と顔の見える関係でサ
ポートさせていただきます。
【主要製品】吉野桧・吉野杉

生活・
サービス関連

羽目板）・造作材・家具用材・吉野桧のドミノ・教育関
係用材

その他
製造関連

JAS認定工場・奈良県地域認証材認定工場
小学校・高校・大学の環境啓発活動や森林環境学習
吉野の森ツアーや森や木材の講演

支援機関

施工性の高い国産無垢良材をお探しの方へ
〒633-0065
奈良県桜井市吉備760-6
TEL.0744-42-6625 ／ FAX.0744-42-2888

http://moritosumai.com
43

構造材（梁桁・ダブルスリッ

ト柱等）
・無垢内装材（自然健康塗料塗装済フローリング・
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71_オギタケンチクジムショ

71

株式会社荻田建築事務所
快適な空間で働き方改革！

倉庫建築、改修を得意とする建築事務所です。町工場
が密集するモノづくりの町で培った経験を活かし5K
Factoryと銘打ってこんな「カッコいい」工場で働きた
間」を提案します。我々はこれからのモノづくり拠点を
皆さまと共に造っていきます。

72_キヨウサンギョウ

お客様に満足いただける価値あるオフィス空間のパートナー
工を担っています。特にフリ－アクセスフロア（OAフ
ロア）については金属及び樹脂を駆使して製品づくりを
行い製品に伴う施工を行い如何に社会へ貢献出来るか
日々進化することをモット－に今に至っております。製
フロアなど同原料での応用商材の開発、更に働く環境の
整備への貢献を図れる製品の開発に邁進しております。

・

リホ－ム工事

〒550-0012
大阪市西区立売堀1-9-15
TEL.06-6538-0686 ／ FAX.06-6538-0685

支援機関

環境対策製品

その他
製造関連

フリ－アクセスフロア工業会会員
内装仕上業 大臣認定

生活・
サービス関連

品開発は既成概念を排除し植物繊維樹脂を採用したOA

医療・介護・
健康関連

弊社は創業半世紀に渡り内装に関わる製品開発並びに施

ＩＴ関連

72

紀陽産業株式会社

食品関連

http://www.o-ken-design.com

建設・
住宅関連

〒542-0061
大阪市中央区安堂寺町1-2-17 i-box3F
TEL.06-6777-7874 ／ FAX.06-6777-7875

http://www.kiyorex.com
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ゴム・

工場倉庫の作業環境にお困りの企業様

プラスチック関連

巽NAGAYA:大阪市ハウジングデザイン賞2017
エコアクション21認証取得

紙・印刷関連

い！と思える「環境」に優しく「快適」で「効率」的な「空

金属・
機械関連

株式会社 荻田建築事務所は、大阪を拠点にした工場・

大阪府

伝統工芸

大阪府
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73_サカグチブンカドウ
伝統工芸

大阪府

73

株式会社阪口文化堂

極限温度でも曇りなし！ヒーター付き複層ガラス

金属・
機械関連

阪口文化堂は測定観測機器、冷凍、冷蔵ショーケース
のほか住宅からビルに至るまで、あらゆる扉や開口部
に対応できる特殊ガラス製造企業です。
昭和55年国内初の複層ガラスJIS認定工場となり

紙・印刷関連

今後も超高断熱用複層ガラスとして、
特殊透明断熱フィルム内臓タイプや、
特殊ガス封入タイプなどを開発していきます。
その他

取扱い製品：特殊・強化ガラス・ガラス全般

ゴム・

プラスチック関連

●大阪の元気！ものづくり企業【匠】
●守口門真ものづくり元気企業

建設・
住宅関連

ガラスの相談

承ります！

食品関連

〒571-0017
門真市四宮5-9-32
TEL.072-882-3561 ／ FAX.072-884-1551

http://www.sss-glass.co.jp
74_サツマホーム

ＩＴ関連

大阪府

74

株式会社さつまホーム

iPad で提案する住宅販売｜誰でも使える住宅販売支援アプリ

医療・介護・
健康関連

「無添加住宅」を手がける注文住宅の専門工務店。北摂

生活・
サービス関連

箕面市を中心に体に害のない健康な素材だけで建てる家

垢材を使った高性能住宅を、お客様に分かりやすく選び

エリアで40年以上の実績から培った住宅販売のノウハ
ウを凝縮し、営業経験のない新人やパートでも住宅の提
案ができるiPad専用アプリを開発しました。漆喰と無
やすいパッケージにした商品「ワンプライスシリーズ」
をすべてiPad1台でご提案できます。

その他
製造関連

2011年に漆喰と無垢材を使った高性能住宅「メタフィス・
ハウス」でグッドデザイン賞を受賞。無添加住宅の販売実績、
8年連続全国No.1。

支援機関

住宅販売、不動産仲介、インテリア関連
〒562-0033
大阪府箕面市今宮3-9-24
TEL.072-726-7780 ／ FAX.072-726-7790

https://www.satsumahome.com
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75_ジーエー

75

伝統工芸

大阪府

ジーエー株式会社

TECHLAM は、創造物へ究極のダイナミズムを生みだします。
全国で扱われる石材の95%は輸入品。
海外よりの直接買付けで低価格供給を実現。
細部に至るまでのイメージに添う提案が可能。

76_スギヤマモッコウ

76

杉山木工

ＩＴ関連

山形県

食品関連

http://www.ga-osaka.com/index.html

建設・
住宅関連

〒577-0062
大阪府東大阪市森河内東1-25-7
TEL.06-6785-5963 ／ FAX.06-6785-5966

ゴム・

デザイナー、設計者、建築関係、インテリア

プラスチック関連

世界各地の魅力的なマテリアル（自然石材・タイル）を直
接現地で買付け大幅なコストダウンを実現。
アイデアの一助となるアーカイブとしてお役立ていただけ
れば幸いです。

紙・印刷関連

企画に幅ができ高い評価を得ている。

金属・
機械関連

大理石、御影石、磁器タイル等の販売・施工。

図面があれば、何でも加工。
れる最先端の木工設備と仕口技術などの古の業を融合さ
せた木工の町工場です。普段はイスやテーブルの部材加
工を中心に仕事をしていますが、今回は自社製品で、ス
タンドスペースにiPhoneを置くだけで、音が大きくな
木製無電源スピーカー MUKUNEをメインに展示しま
す。

〒990-0401
山形県東村山郡中山町長崎996-6
TEL.023-662-5295 ／ FAX.023-662-5298

支援機関

業種を問わず、お気軽にお問合わせ下さい。

その他
製造関連

きらやか銀行産業振興基金ベンチャービジネス奨励賞。
第五回 新東北みやげコンテスト入賞。
各種知的財産取得。

生活・
サービス関連

り、クリアな音質を気軽に楽しむ事が出来るiPhone用

医療・介護・
健康関連

弊社は3D/CAD・CAMや5軸制御NCルーターに代表さ

https://sugiyama-mokkou.com/
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77_スフェラーパワー
伝統工芸

京都府

77

スフェラーパワー株式会社
世界で唯一の球状太陽電池と応用製品

金属・
機械関連

球状太陽電池スフェラーを用いた独創的な製品の開発・
製造・販売を行っています。球状太陽電池セルは球面な
ので、従来のフラットな太陽電池に較べ3次元で光を受
光でき、光の吸収量が大きくなります。このセルをメッ

紙・印刷関連

シュ状に実装し、アクリル封止または強化ガラスでサン
ドイッチ構造に挟み込んで封止した太陽電池ユニットを
開発しました。高透過のシースルー性を持ち、周りの景
観とマッチし、高い付加価値を生んでいます。

ゴム・

プラスチック関連

受賞歴は、論文賞はじめThe Wonder 500（経済通産省）、
北海道エネルギー促進大賞、京都デザイン賞など。特許は
国際特許も取得しています。

建設・
住宅関連

ZEBにご関心のある企業様

食品関連

〒600-8815
京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 KRP6号館310号室
TEL.075-874-1474 ／ FAX.075-874-1476

http://www.sphelarpower.jp/
78_タネムラタテグモッコウショ

ＩＴ関連

大阪府

78

有限会社種村建具木工所

伝統の木組の技術を現代に合う形で残していきたい繋いでいきたい

医療・介護・
健康関連

大阪

平野で創業60年伝統の木組みの技術を得意とし

ている会社です。木製建具・家具をオーダー製作から取
付まで行っております。自社オリジナル商品の木製イン
テリアも製作販売を行っています。なかでも彩り障子や
光箱はとても人気のある商品です。

生活・
サービス関連
その他
製造関連

彩 り 障 子 大 阪 製 ブ ラ ン ド 認 証 imadoco（ 現 在 の 床
の間）シリーズ「okidoco」大阪製ブランド認証 光箱
-CRAFT14 2019年度認証など

支援機関

ご商談お願いいたします
〒547-0027
大阪府大阪市平野区喜連4-7-10
TEL.06-7898-6352 ／ FAX.06-6708-7819

https://www.tanemoku.com/
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79_モリムラキンゾク

79

伝統工芸

大阪府

森村金属株式会社

金属建材一筋 60 年余り。独自技術とノウハウで社会に貢献します
・住宅用品の製造販売

金属・
機械関連

・建築用金属建材の製造販売

紙・印刷関連

http://www.morison.co.jp
80_リーテック

80

株式会社リーテック

ＩＴ関連

大阪府

食品関連

〒578-0912
大阪府東大阪市角田1-8-1
TEL.072-962-7321 ／ FAX.072-965-6954

建設・
住宅関連

ぜひブースにお立ち寄りください！

ゴム・

プラスチック関連

・実用登録証・・12件
・特許証・・15件

耐震 Re ビルド ® で建物 100 年再生

つかを調査し、甦らせる会社です。
まずは耐震診断を行い、特殊工法を用いた耐震補強と建
物内の間取りや設備をまとめてご提案いたします。工事
も行う会社なので、設計から施工までを一手に引き受け、
だけでない、建物の価値向上・維持を目的とした不動産
を創出します。

〒540-0024
大阪府大阪市中央区南新町1-1-2 タイムスビル5階
TEL.06-6910-0678 ／ FAX.06-6910-0677

支援機関

建替えしかない？とお悩みの不動産所有者様

その他
製造関連

・旧耐震物件を甦らせる耐震Reビルド®
・耐震診断、耐震工事

生活・
サービス関連

お客様のご要望にスムーズな対応が可能です。耐震補強

医療・介護・
健康関連

当社は、長い年月を経た建物が地震に負けない強さをも

http://www.re-tech.co.jp
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81_アイバイオプロダクツ
伝統工芸

大阪府

81

アイバイオプロダクツ株式会社

カットフルーツからジュレなど果物の加工についてお任せ下さい

金属・
機械関連

生の果物を加工するカットフルーツ工場を運営。主に
スーパーマーケット・外食などに提供しており、外皮や
内皮の厚い国内柑橘（特に八朔）の内皮を酵素剥皮の技
術で加工した商品を得意としております。従来のカット

紙・印刷関連

フルーツの問題点であった「保存性」「食味」などへの
課題にも取組み、必ず訪れる更なる人口動態の変化、そ
れに伴う消費の変化に、当社は果物の形を変えて挑戦し
ていきたいと考えております。

ゴム・

プラスチック関連

柑橘の酵素剥皮の特許技術の取得。砂のう（房）から砂じょ
う（粒）まで加工できます。またりんご・梨などの変色防
止技術もございます。

建設・
住宅関連

果物の加工でしたら何なりとご相談下さい。

食品関連

〒581-0881
大阪府八尾市垣内5-17
TEL.072-941-2537 ／ FAX.072-943-2539

http://i-bio.co.jp
82_イチキュウミソジョウゾウ

ＩＴ関連

大阪府

82

一久味噌醸造株式会社
大正三年創業

くいだおれの町大阪で親しまれた伝統の味！

医療・介護・
健康関連

弊社の味噌は、厳選された原料を使用し、時を掛けてゆっ
くりと熟成させる事により米からの甘味、大豆からの旨
味を醸し出します。
又、雑煮味噌に関しては、年1回の期間限定醸造で新米
を玄米で購入し、精米後、鮮度の良い内に糀にするこだ

生活・
サービス関連

わりや、白味噌ではめずらしく1 ヶ月以上熟成させ、ほ
のかな糀香、すっきりとした甘さを引き出しています。
是非ブースにお立ち寄り下さい。

その他
製造関連

1991年より、タイでの製造もしており、海外での受注も
対応可能です。タイでは現在、フリーズドライの味噌汁も
製造・販売に力を入れています。

支援機関

水産加工会社様・海外販路をお持ちのお客様
〒540-0028
大阪市中央区常盤町2-4-2
TEL.06-6941-1091 ／ FAX.06-6942-1434

http://www.ichikyu-miso.jp/
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83_エビスダイコクホンポ

83

伝統工芸

大阪府

株式会社戎大黒本舗

菓子をはじめ食品を中心としたアウトソーシングお任せください！
製造販売をはじめ、OEM(受託生産)事業や多岐にわたる
アウトソーシング事業を展開。
OEM事業(みやげ菓子・ギフト菓子のオリジナル商品の
アウトソーシング事業(食品の箱詰め・袋詰め、箱セッ
トアップ、更に製品化後の配送も承ります)もお任せく
ださい！

84_カワカミ

84

株式会社かわかみ

野菜加工の課題解決で 90 年。新たな切り口を探し続ける会社です
方法とあわせて、日持ちや食中毒の防止のための製剤開
発を行っています。
食品向けで開発するため「口に入ること」を前提に開発
することが大きな特徴。
ど、これまでに「ありそうで無かった」分野を開発・提
案しています。

〒553-0005
大阪市福島区野田5-15-17
TEL.06-6463-1313 ／ FAX.06-6463-5655

支援機関

食品関連で日持・菌の課題を解決したいかた

その他
製造関連

食品用除菌剤シェルコート
京都大学と産学連携、共同特許(日本、中国)取得。
国立衛研：平成21年度調査書にて評価。
大阪府「大阪製」2018年度 認定。

生活・
サービス関連

添加物を味方につけてノロウイルスの除菌を達成するな

医療・介護・
健康関連

調味料事業と製剤事業の2つの事業を有し、食品の調味

ＩＴ関連

大阪府

食品関連

http://ebisudaikoku.co.jp

建設・
住宅関連

〒564-0044
大阪府吹田市南金田2-14-35
TEL.06-6388-5854 ／ FAX.06-6388-5255

http://www.kawakami.co.jp
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ゴム・

小売店様・量販店様・卸売業者様・飲食店様

プラスチック関連

大阪みやげの伝統ある菓子「粟(あわ)おこし」で全国菓子大
博覧会の受賞実績(1954年・1984年・2017年)
大阪を代表する名品だけが選ばれる「大阪産」認定

紙・印刷関連

企画提案～納品まで)、協力会社との提携を強みとした

金属・
機械関連

大阪みやげ菓子をつくり続けて創業から90年余、菓子

50

85_ココウェル
伝統工芸

大阪府

85

株式会社ココウェル

有機ココナッツ製品を製造・輸入販売しているココナッツ専門店

金属・
機械関連

フィリピンでココナッツオイルやココナッツシュガー、
ココナッツミルクなどの有機ココナッツ製品を製造・輸
入販売しているココナッツ専門店「ココウェル」。大阪
北堀江でココナッツをふんだんに使ったメニューを提供

紙・印刷関連

するカフェ「ココウェルカフェ」も運営している。

ゴム・

プラスチック関連

コ コ ナ ッ ツ 農 家 を 支 え る"WITH COCO FARMER"や、
中退や引き籠りの経験がある高校生をフィリピンへ送る
"COCO FUND"等のPROJECTを実施。

建設・
住宅関連

飲食店、食品メーカー

食品関連

〒550-0012
大阪府大阪市西区立売堀5-5-7
TEL.06-6541-5572 ／ FAX.06-6543-5572

http://www.cocowell.co.jp
86_コマチショクヒンコウギョウ

ＩＴ関連

秋田県

86

こまち食品工業株式会社

「美味しい秋田」を詰め込みました！

医療・介護・
健康関連

昭和62年（1987年）の創業。美味しいあきたこまち
を多くの人に食べてもらいたいと開発されたのが主力商
品こまちがゆです。この間、阪神淡路大震災・東日本大
震災など度重なる大規模自然災害の発生とともに非常食
備蓄の重要性が認識され、自治体・病院・高齢者施設等

生活・
サービス関連

にご採用いただいております。また、近年は新商品（小
型総菜缶・レトルト食品）の開発にも積極的に取り組ん
でおり、高い評価をいただいております。

その他
製造関連

FOODEX JAPAN 2015 で開催された「ご当地缶詰グ
ランプリ」において、いぶりがっこ缶・比内地鶏入り茶わ
んむしが金賞を受賞しました。

支援機関

食品流通業者様
〒018-2305
秋田県山本郡三種町外岡字逆川111
TEL.0185-83-2740 ／ FAX.0185-83-2767

http://komachi-foods.ocnk.net
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87_サンデンソウ

87

伝統工芸

高知県

株式会社 SUN 電装
アルコール凍結機

Fimbul -フィンブル -

の声に応え、アルコール凍結機を開発・製造しておりま
す。気になる電気代を抑える設計や導入後に電気印加機
能を後付けできる設計などお客様目線を大切にしたもの
らす100gなら約3分で、特有の食感を損なわない冷凍
が可能です。商品の特性・こだわりを活かした冷凍をお
考えのお客様は、ぜひご相談ください。

88_シマントドメキカンパニ

88

しまんと百笑かんぱに株式会社
四万十・高知の文化をホンモノの食を通じてお届けします！

旬の食材に手をかけることを惜しまずに作られる昔なが
らの「食」。おいしくて安心できる自然のもの。自然に
優しく心をより豊かにするもの。日本最後の清流四万十
川の豊かな自然に育まれた［天然食］をご紹介。

医療・介護・
健康関連

高知県のイイモノをお届けします。自然にさからわず、

ＩＴ関連

高知県

食品関連

http://www.sundenso.com

建設・
住宅関連

〒781-0324
高知県高知市春野町西畑989-1
TEL.088-894-3007 ／ FAX.088-855-7039

ゴム・

商品へのこだわりを追求されている方に

プラスチック関連

◆H27年度高知県ものづくり産業強化事業費補助金採択。
◆1 ヶ月間の無料デモ試験も行っております。

紙・印刷関連

づくりを心掛けております。例えば高知県の特産品生し

金属・
機械関連

生とほとんど変わらない品質を追求したいというお客様

生活・
サービス関連

〒787-0019
高知県四万十市具同5975-1
TEL.0880-37-2236 ／ FAX.0880-34-9070

支援機関

OEM 優良食品セレクトショップ等

その他
製造関連

高知県や四万十の昔からある資源を使い、新しく、どこに
もないオンリーワンの商品を製造しています。

http://shimantodomeki.localinfo.jp
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89_ゾクオソバニ
伝統工芸

山形県

89

続おそばに

山形名物「冷たい肉そば」を積極的に県外発信しています！

金属・
機械関連

山形駅前で「蕎麦と地酒処」の飲食店を経営。山形地酒
には力を入れており、蔵元との信頼関係で取り扱ってい
る希少酒もある。昼は主に近隣会社員などのランチ対応、
夜は各種宴会が多い。週末のみならず、平日から夜は賑

紙・印刷関連

わう。また銀座にある山形県アンテナショップへの催事
出店、各種デパート催事出店、通信販売などへ積極的に
取り組んでいる。今後はイートインへ軸足を移していく
方向で見据えている。

ゴム・

プラスチック関連

特になし
商標登録出願案件は一件あり。
それについての商品開発は、来年度。

建設・
住宅関連

主に各種百貨店茶屋催事などの担当者様

食品関連

〒990-0038
山形県山形市幸町5-20
TEL.090-2368-5196 ／ FAX.023-633-3451

http://www.osobani.com/
90_タルノアジ

ＩＴ関連

和歌山県

90

有限会社樽の味

安心安全で本当に美味しい食品をお届けします

医療・介護・
健康関連

漬物・漬け商材・アレルギー対応商材等製造

生活・
サービス関連
その他
製造関連

無添加で本当に美味しい商品づくりをしています。

支援機関

他社にはマネできない商品を作ってます
〒644-0003
和歌山県御坊市島661
TEL.0738-23-1493 ／ FAX.0738-23-1497

http://www.tarunoaji.com
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91_ツボイ

91

伝統工芸

高知県

株式会社ツボイ
高知県 純国産 仁淀川きくらげ

仁淀川きくらげの栽培と販売

「仁淀川きくらげの強み」
1、ヒートパイプシステム導入で、収穫量の減る11月
～ 4月も安定した栽培が可能。
3、栽培、管理方法が難しい事から流通量が極めて
少ない白色種の「白いきくらげ」を栽培。
他社との差別化が可能。

92_ツルヤメンギョウ

92

つるや麺業有限会社

心から誇れる麺とお出汁をお届けする関西の製麺所
の製造を軸とした関西風味のご提案。麺類はうどん、そ
ば、中華麺、焼きそば麺を製造。生麺、茹麺、冷凍麺に
対応。粉もの、ソースの卸売りも行っています。
日本全国のご飲食店様にご愛顧頂いております。
も承ります。他社との差別化が可能。

〒555-0032
大阪市西淀川区大和田3-1-18
TEL.06-6474-4113 ／ FAX.06-6471-0800

支援機関

飲食業界関係者様

その他
製造関連

2013年、「ちょんまげうどん」製造のための切羽を開発
し、特許を取得いたしました。麺の断面が凸型になっており、
表面積が増すことでお出汁がよく絡みます。

生活・
サービス関連

ご要望に応じてオリジナル麺・出汁の開発、OEM製造

医療・介護・
健康関連

明治35年創業。麺類と出汁（化学調味料・保存料無添加）

ＩＴ関連

大阪府

食品関連

https://www.niyodogawa-kikurage.kochi.jp/

建設・
住宅関連

〒781-1610
高知県吾川郡仁淀川町竹ﾉ谷877-1
TEL.088-824-1576 ／ FAX.088-824-1576

http://www.tsuruya-mengyo.co.jp/
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ゴム・

スーパー、小売、飲食店、食品加工、化粧品

プラスチック関連

ニーズ
近年、豊富な営養価から、国産品を求める消費者の方が増え、
中華をはじめ、洋食や和食でも、輸入品から国産品に切り
替える企業様が増えているのは事実です。

紙・印刷関連

2、年間、約30tの「生きくらげ」を生産可能。

金属・
機械関連

純国産
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93_ハトヤセイカ
伝統工芸

青森県

93

株式会社はとや製菓
青森の風をあなたの町へお届けします。

金属・
機械関連

地場の特産品に着目し商品化。主に各交通機関（JR、
空港ターミナル、高速道路）及び青森県内観光拠点に直
納しています。一部問屋ルートにて首都圏に流通してお
ります。菓子製造の他、自社所有のFD機にて商品開発

紙・印刷関連

しています。

ゴム・

プラスチック関連

2016年 経済産業省
「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に選定

建設・
住宅関連

百貨店、スーパー、問屋さん他

食品関連

〒030-0943
青森市大字幸畑字谷脇69-1
TEL.017-738-3500 ／ FAX.017-738-7591

http://www.a-hatoya.com/
94_ファイブイーライフ

ＩＴ関連

大阪府

94

ファイブ・イー・ライフ株式会社

ワクワク、ドキドキするような商品・サービスを毎日提供したい。

医療・介護・
健康関連

食品から日用雑貨、アウトドア用品に至るまで幅広い商
品を取り扱い、通販番組やカタログギフトへの卸し業務
並びに、インターネットショッピングモールでの小売販
売に取り組んでおります。
私たちが提供する商品・サービスを通じて、世界中の人々

生活・
サービス関連

に笑顔をお届けするサンタクロース企業を目指していま
す。

その他
製造関連

楽天市場ショップ・オブ・ザ・イヤー 99 グランプリ受賞
2018年デビューから高濃縮高麗人参サプリ 累計販売数
22万箱突破

支援機関

韓国食品や健康食品に興味がある方
〒537-0024
大阪市東成区東小橋3-2-7
TEL.06-6974-0055 ／ FAX.06-6974-0663

http://5e-life.com/
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95_マイコンノコウハラ

95

伝統工芸

大阪府

株式会社舞昆のこうはら

「おいしくて健康」から「生きる楽しみ」を提供する食へ
農林水産大臣賞まで受賞した商品でも、健康に気を遣う
方々にとっては「美味しくて食べ過ぎてしまう」という
ご意見もあり、大阪府立大学との共同研究により、美味
舞昆」を生み出し

ました。製造から販売までお客様の声を頂き加工技術や
新商品開発のノウハウ。貴社の原料・商材を用いて高付
加価値製品開発のお手伝いをさせてください

http://www.maikon.jp
96_マグワートトマト

96

マグワートトマト

豊かな自然に囲まれた大地で真面目にまっすぐに育ったトマトです
タブルショップ

マグワートトマト」を運営。全国の皆

様に夏場の青森トマトの美味しさを広める活動を展開。
トマトに特化した商品開発にも力を入れ、「トマトのお
酢」「トマトポン酢」「トマトのお塩」などトマト好きに

〒030-0862
青森市古川1-14-3 ブラックボックス1階A
TEL.017-777-8155 ／ FAX.017-777-8155

支援機関

スーパー、百貨店、セレクトショップ

その他
製造関連

野菜ソムリエプロ/冷凍生活アドバイザーによるトマトレシ
ピも多数紹介

生活・
サービス関連

はたまらない商品を販売中。

医療・介護・
健康関連

青森県蓬田村でトマト農家をしながら青森市内で「ベジ

ＩＴ関連

青森県

食品関連

〒559-8502
大阪市住之江区東加賀屋1-3-40
TEL.06-4702-1101 ／ FAX.06-4702-1122

建設・
住宅関連

原料・商材を生かした新製品のお手伝い

http://www.mugtoma.com
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ゴム・

プラスチック関連

農林水産大臣賞
水産庁長官賞

紙・印刷関連

しく食べて健康になる「発酵塩昆布

金属・
機械関連

「食品メーカーは美味しいものを創るのが仕事」。しかし
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97_マツモト
伝統工芸

大阪府

97

株式会社マツモト

日本人の食卓に欠かせない食材「昆布」の総合メーカー

金属・
機械関連

昆布総合メーカーとしてとろろ昆布、汐ふき昆布、塩昆
布(佃煮)、昆布巻、おやつ昆布、出し昆布など多岐にわ
たる品種を製造する。近年では刻みとろろ(ふりかけと
ろろ昆布）が大ヒットし生産ラインを増強する。北海道

紙・印刷関連

函館と大阪堺市の工場で製造した商品を全国各地へ出荷
をしております。原藻部門につきましては、業界トップ
クラスの荷割実績があり、北海道産昆布（真昆布、ラウ
ス、利尻、日高、釧路など）の殆どの銘柄を扱う。

ゴム・

プラスチック関連

全国水産加工たべもの展 農林水産大臣賞「かつおしぐれ」、
水産庁長官賞「ふりかけとろろ昆布」、大阪府知事賞「胡麻
菓子昆布」など受賞

建設・
住宅関連

新商品開発ご検討中の企業様

食品関連

〒593-8324
堺市西区鳳東町6-629
TEL.072-274-1818 ／ FAX.072-271-6232

http://www.matsumoto-kombu.co.jp/
98_モンシェール

ＩＴ関連

大阪府

98

株式会社 Mon cher

お客様に“笑顔”と“ときめき”をお届けする幸せお届け産業です。

医療・介護・
健康関連

北海道の生乳を主に使用したオリジナルクリームで作る
「堂島ロール」でその名を知られるパティスリー。
素 材 と 製 法 へ の こ だ わ り は 創 業 当 時 よ り 変 わ ら ず、
日々 “笑顔”と“ときめき”をお届けする、信頼あるお菓子
をお作りして皆さまをお待ちしています。

生活・
サービス関連
その他
製造関連

各国の大使館様でのパーティーなど

支援機関

スイーツをお求めの企業様
〒530-0004
大阪市北区堂島浜1-4-16 アクア堂島西館 NBFタワー 14F
TEL.06-6346-4499 ／ FAX.06-6345-1797

http://www.mon-cher.com/
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99_アンシャントマン

99

伝統工芸

大阪府

株式会社アンシャントマン

求人票では書けない会社の魅力を発信する『漫画 de 求人』
特に「漫画de求人」ではハローワークからPR
でき求人が増えた実績が多数。「漫画de人材育成」
ではゲーム化戦略を活用して会社に貢献したくなる
また、フランス展開やSDGsなどもマンガカルチャー
を通じてプロジェクトを実施。会社や商品の魅力的
な物語を発信することで集客・販路拡大を達成します。

建設・
住宅関連

求人に悩む経営者・人事担当者
〒542-0081
大阪市中央区南船場1-16-23-701
TEL.06-6121-6062 ／ FAX.06-7632-2841

食品関連

http://www.mangaculture.com/
100_オーリュクス

100

株式会社オーリュクス

御社オリジナルアプリで、お店を、会社をもっとお客様の近くに
問題解決のお手伝いをさせて頂いております。
なかでも【Collect You〈コレクトユー〉
】は
企業とお客様を信頼でつなぐ、顧客満足アプリです。
会社を身近に感じて、思い出してもらう。
使い続けたくなるアプリ創りをサポートします。

等

〒541-0054
大阪市中央区南本町4-5-7 東亜ビル606
TEL.06-4963-8047 ／ FAX.06-4963-8048

支援機関

企業／小売店／服飾／飲食店／美容室

その他
製造関連

御社のご要望に素早く柔軟に対応するため、システムの設
計から・開発・アプリのリリースまでを一括で受託してい
ます。低予算でオリジナルアプリを作ります！

生活・
サービス関連

アプリの最先端技術を活かしてお客様が嬉しくなる

医療・介護・
健康関連

様々な業界のお客様の幅広いお悩みを分析・調査し

ＩＴ関連

大阪府

ゴム・

プラスチック関連

「漫画de求人」商標登録出願中

紙・印刷関連

人材を育てることができます。

金属・
機械関連

漫画を活用した求人・人材育成・広告を実施。

http://www.oluxe.co.jp
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101_ディフロンティア
伝統工芸

大阪府

101

ディフロンティア株式会社
世界初を担います、機械装置エンジニアリング

金属・
機械関連

【ODM事業】
小型装置の研究開発および製造
【装置開発支援事業】
主に制御ソフトウェア開発およびIT化システムの提案

紙・印刷関連

【設備開発支援事業】
設備や運営管理システムの開発を支援

ゴム・

プラスチック関連

受託元要望に応じて特許出願します。特許2件取得。

建設・
住宅関連

電機製品の開発にお困りの企業様

食品関連

〒593-8329
堺市西区下田町27-2
TEL.072-220-2613

http://dfr.jp
102_デジタルデザインサービス

ＩＴ関連

大阪府

102

株式会社デジタルデザインサービス
高度な機能を直感的に扱える 3D 設計ツールで設計者の想いを形に

医療・介護・
健康関連

「人の力」を信じ、「人と人」、「人とモノ」とのつながり
を大切に「人間力のある技術者集団」を目指しています。
それがDDSです。
設計請負、技術支援、人材派遣、3DCADやそのほか
ソフト販売などあらゆるサービスを提供しています。

生活・
サービス関連

「SOLIDWORKS」
、「NX」その他多彩なツールに対応。
ものづくりに携わるお客様のお役に立ちます。
お気軽にご相談ください。

その他
製造関連

ただいまSOLIDWORKS無料体験セミナー開催中です！

支援機関

SOLIDWORKS導入ご検討中の企業様
〒530-0003
大阪市北区堂島2-1-31 京阪堂島ビル
TEL.06-4797-8880 ／ FAX.06-4797-8881

https://www.digitaldesign-s.co.jp/
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103_ヒラシンネットワークス

103

株式会社ヒラシンネットワークス
人と人をネットワークする新しいモデルをクリエートしていきます

ターネットなどの各種通信工事。オフィス内で起こる日
常の困ったを解決致します。
”ピューターネットワーク”を通じて”人と人をネット
に皆様のご要望に応じた、システム開発も行っています。
お気軽にご相談下さい。
※今回は映像配信システムのご紹介をさせて頂きます。

104_フィールトラスト

AI 搭載の次世代クラウド PBX で固定電話に新しい未来を
あった従来のPBX入れ替えコストを1/3以上に圧縮。
さらに世界中を内線化し拠点間の通話、海外との国際電
話にかかるコストの無料化を実現。さらなる強みの向上
と社会課題の解決の為にクラウドPBXにAIを実装する
システムの提供を目指す。

〒550-0011
大阪市西区阿波座1-5-12 福島ビルB1F
TEL.06-6538-2311 ／ FAX.06-6538-2312

支援機関

ホテル、病院、複数・海外拠点にメリット大

その他
製造関連

経済産業省 地域未来牽引企業認定
経済産業省 新連携支援事業採択

生活・
サービス関連

という国内初の研究開発を行い、AI翻訳機能付きの電話

医療・介護・
健康関連

PBXをクラウド化する事により、ハードウェア主体で

ＩＴ関連

104

株式会社フィールトラスト

食品関連

http://www.hirashin.jp

建設・
住宅関連

〒683-0801
鳥取県米子市新開6-1-35
TEL.0859-21-3800 ／ FAX.0859-21-3838

http://www.fieltrust.jp/
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ゴム・

使い方は色々、ぜひご覧ください。

プラスチック関連

パナソニックSOLUTION japan 2018 in松江 に参考出展
ケーブル技術ショー 2019 弊社開発サーバー参考出展

紙・印刷関連

ワーク”する新しいモデルをクリエートする。を合言葉

金属・
機械関連

OA機器類の販売からネットワークの構築。電話やイン

大阪府

伝統工芸

鳥取県
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105_フォーライフシステム
伝統工芸

大阪府

105

株式会社フォーライフシステム
銀行振込より安い振込手数料を実現！！

金属・
機械関連

法人企業を中心にクラウドサービスを提供しています。
なかでも看板製品の振込代行サービス『Web-Furi.Com
（ウェブフリコム）』は銀行振込手数料が大幅に削減でき
ます。またインターネット接続可能なパソコンで振込作

紙・印刷関連

業を行なうため銀行の窓口に出向く手間が省けます。振
込代行サービスのパイオニアとして10年以上の実績が
あり、7,000社以上の様々な企業にご愛顧頂いています。

ゴム・

プラスチック関連

10年以上の実績があり、導入社数は7,000社以上
初期費用・月額使用料 無料！
NTTスマートトレード社と業務提携
実績と使い勝手には自信があります。

建設・
住宅関連

経費削減の方法をお探しの企業様

食品関連

〒541-0052
大阪市中央区安土町1-6-14 朝日生命辰野ビル8F
TEL.06-4705-6290 ／ FAX.06-4705-6291

https://www.forlife-system.com
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株式会社ユニソンプラネット

次世代の Webソリューションで企業の経営を劇的に変える。

医療・介護・
健康関連

当社はWebコンサルティング～サポートまでをワンス
トップで請け負うWebテクノロジーカンパニーです。
クライアントからデザインテイストや店舗コンセプトを
詳細にヒアリングし、その内容を基に全国のデザイナー
からデザイン募集を行う「コンペ形式」を採用しており

生活・
サービス関連

ます。自社開発マーケティングツール「A-BiSU(エビス)」
と訴求力の高いデザイン提案で、経営課題をWebの視
点から解決へと導いて参ります。

その他
製造関連

・AI(人工知能)を駆使したWebマーケティングツールの開
発、提供
・Webコンサルティング

支援機関

Webサイトに課題を感じている企業様
〒545-6032
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス32階
TEL.06-6621-2240 ／ FAX.06-6621-2243

https://unison-planet.jp/
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