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会　頭  稲 田  眞 一 実行委員長  谷 村  佳 昭
東大阪商工会議所 東大阪商工会議所

産業展実行委員会

ご 挨 拶ご 挨 拶

　第34回東大阪産業展を開催致しました
ところ、多数の方々にご来場賜り、誠に有
り難うございました。
　谷村実行委員長のもと、「技術が主役 時
代が求めるモノづくり」をテーマに開催し、
8,289人の方々よりご来場をいただきまし
た。出展企業には、東大阪が誇るモノづく
り企業の高い技術力や独創的な製品を披露
いただき、国内外での新たなビジネスチャ
ンスに繋がったことと考えております。
　現在、わが国経済を取り巻く環境は、第
六波といわれるコロナ禍がまん延し、また
原油・原材料の高騰による製品価格への
転嫁の動きもみられております。加えて世
界経済の先行き不透明感も景況感の押し
下げ要因となっており、先行き予断を許さ
ない状況であります。
　そのような中で本産業展の開催は、アフ
ターコロナに向けた市域モノづくり企業
の生産性向上や、付加価値創出への取り組
みをアピールできたものと確信しており
ます。
　本産業展を成功裏に導いてくれました
出展企業をはじめとする本商工会議所会
員の皆様には、引き続きのご支援を賜りま
すようお願い致しますとともに、近畿経済
産業局、大阪府、東大阪市をはじめ関係機
関のご支援ご協力にあらためて感謝申し
上げます。

　第34回東大阪産業展は「技術が主役 時代
が求めるモノづくり」をテーマに、100社・
110小間(特別企画展含む)の出展を得て、成
功裏に終えることができました。
　前回はコロナ禍の状況を鑑み、初めてＷ
ＥＢにて取り組み、出展者の最新情報等を
公開し、多くのアクセスをいただきました。
一方で、「来場者と会って営業がしたい」「製
品の実物や技術をナマで見せて魅力を伝え
たい」とのお声も頂戴しておりました。
　そこで今回は、コロナ禍での対策に万全
を期し、２年ぶりにマイドームおおさかで
開催いたしました。お蔭をもちまして、“モ
ノづくりのまち 東大阪”が誇る多種多様な
工業製品や高い技術力のご紹介とともに、
最新スマートグラスの体験コーナー、災害
探査ロボット、医工連携やＥＶ関連製品な
ど、産学の先端技術に触れていただく特別
企画等を通じて、販路拡大やビジネスパー
トナーの発掘に有益な場になったことと存
じます。
　今後も、本産業展を通じて、市域製造業
等の技術力や最新情報を発信してまいりた
いと考えております。
　引き続き、本産業展へのご支援をお願い
いたしますとともに、今回ご出展ご協力賜
りました出展者をはじめとする関係各位に
対しまして、主催者一同、心より深く感謝
致します。
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会　　期
会　　場

2021年12月8日（水）・9日（木）／ 8日10:00 ～ 17:00   9日 9:30 ～ 16:00
マイドームおおさか1階展示場（大阪市中央区本町橋2-5）

事業実施の内容

事業の概要
第34回東大阪産業展『テクノメッセ東大阪2021』
「技術が主役～時代が求めるモノづくり～」
東大阪商工会議所産業展実行委員会　実行委員長　谷村　佳昭　
近畿経済産業局、大阪府、（公財）大阪産業局、大阪府商工会議所連合会、
㈱日本政策金融公庫 東大阪支店
東部大阪経営者協会、東大阪市工業協会、東大阪市企業団地協議会

事 業 名
テ ー マ
主　　催
後　　援

協　　賛

特別企画

ホログラム導光板ディスプレイ【大阪工業大学＆山本光学㈱】
　山本光学㈱が製作したスマートグラスに大阪工業大学がソフト開発したシステムを連動させることで直接スマー
トグラスに表示される手順を確認しながら、ルービックキューブをもとに実際揃えてもらう体験コーナーを設置。

奈良県吉野産ヒノキを使用したＥＶ車（大阪産業大学）
　地域木材資源の有効活用を目的とし、2020年10月に設計製作。構造材を含め全てが吉野産ヒノキで制作さ
れており、公道でも走行が可能である同製品を展示。

2050年を目指したモノづくり～EV関連製品群～（㈱昭和丸筒、㈱アテックス、ナミテイ㈱）
　ガソリン車から電気自動車へのシフトが加速する中、カーボンニュートラル社会の実現に向け、開発が進む
市内企業EV関連製品を展示

エアロゾル（飛沫）防護製品「AirVision（エアービジョン）」（㈱オージーケーカブト）
　同社が自転車・オートバイ用ヘルメットメーカーとして培った「気流をコントロール」する技術を活かし、
医療従事者が安心して施術・診療できることを目的として開発し、来場者に対し体験コーナーを設置。

空間に溶け込む消毒液立て「submarine(サブマリン)」（㈱摂津金属工業所）
　空間に溶け込む消毒液立てとして開発された「submarine」。同社の板金加工技術とデザイン性を融合させ
たシンプルで、機能的な消毒液スタンドとなっておりアルコール消毒液として会場設置。

Made in Higashiosakaの「ネジのロケット」（サンコーインダストリー㈱）
　2021年7月に観測ロケットとして打ち上げされた、「MOMO」に搭載されたねじの展示やロケット打ち上
げ時の様子を動画放映。

簡単Web診断～一人ひとりに最適なサプリを提案～（井藤漢方製薬㈱、㈱Suppleno）
　健康志向が高まる中、個人の健康状態に応じたサプリを自動で選べるサービスを紹介。

閉鎖空間内高速走行探査群ロボット（近畿大学）
　災害現場における２次被害を防ぐための、瓦礫収集を目的に開発され、来場者に対し展示実演を行った。

東大阪市医工連携事業参入企業製品群（㈱エムトピア、㈱オーイーエム、㈲ケイエスシステム
㈱星光医療器製作所、㈱大同工業所、㈱竹中製作所、ヒカリ技研工業㈱、㈱ブレッシング、ワイエイシイエレックス㈱）
　東大阪市医工連携事業に参画する東大阪市域企業が開発した各種医療機器製品を展示。

事業のあらまし事業のあらまし
第34回
東大阪
産業展

82社・団体92小間
（内 訳）生産財コーナー 49社・団体、消費財コーナー 21社・団体、ビジネスサポーターズ12社・団体
入場者数　8,289人（8日 4,052人、9日 4,237人）　　引合件数　4,472件

出展者数・来場者数
出展者数

来場者数
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

出展者アンケートより

出展の成果（複数回答）

～ 出展者の声 ～

出展者の満足度

やや満足
30.5%

普通
23.2%
普通

23.2%

大変満足
46.3%

出展者アンケートより

会期中の引合件数

26～50件
42.7%

51～100件
24.4%

25件以下
26.8%

151件以上
2.4%

101～150件
3.7%

金属製品
31.7%

機械・工具
13.4%

異業種交流
グループ 2.4%

紙器・印刷  2.4% その他業種  9.8%

合成樹脂製品
2.4%

生活用品・
サービス
28.1%

出展者の業種

　予想より幅広い業界との商談の場が持てた。
　初めての参加であったが、新たな発見が多くあった。
　引き合い件数も満足のいく結果となり気持ち良く参加出来た。
　将来的に具体的な案件に繋がる可能性があるものがあった。
　希望する企業さまの出会いが出来良かった。
　予想を超える来場者数であった。

大学・支援機関
9.8%

大学・支援機関
9.8%

その他

技術パートナーの
発掘

顧客ニーズ調査

販路開拓

 34.1%

 74.4% 74.4%

 17.1%

 6.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 50%40% 45%

販路開拓ができた 39.0％

顧客ニーズ調査ができた 41.4％

販路開拓ができた 39.0％

 その他 25.6％

顧客ニーズ調査ができた 41.4％

 技術パートナーの発掘ができた 4.9％

出展の目的（複数回答）
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 70%60% 80%

情報が収集できた 76.1%

来場目的（複数回答）

来場回数

業　種

卸売業
19.4%

2回目
15.1%
2回目
15.1%

3回目以上
32.1%

製造業
39.5%

学生 0.3%

公務員等
3.5%

大阪市
51.2%

東大阪市
17.1%

東大阪市
17.1%

その他地域 2.0%

大阪府以外の
関西圏
11.8%

大阪市・東大阪市
以外の府内

17.9%

地　域

サービス業
10.7%

サービス業
10.7%

金融業
9.9％

建設業 2.4%

その他
10.5%

小売業
3.8%

はじめて
52.8%

展示会の印象
良くなかった

0.5%

普通
33.2%

良かった
66.3%

来場者アンケートより来場者アンケートより

情報入手 76.9%情報入手 76.9%

提携先の開拓 22.1%

 製品・技術の調達 16.4%

 その他 2.9%

 その他 10.2%

 希望する製品・技術が見つかった 8.0%

 提携先候補が見つかった 8.0%

来場成果（複数回答）

情報が収集できた 76.1%
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第34回
東大阪
産業展

稲田会頭　挨拶

開会式にご出席頂いたご来賓の方々

開会式・テープカット

谷村実行委員長　開会挨拶

会場入口

写真で見るテクノメッセ東大阪2021写真で見るテクノメッセ東大阪2021
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第34回
東大阪
産業展

2年ぶりのリアル開催
で

会場にぎわう
2年ぶりのリアル開催

で

会場にぎわう

写真で見るテクノメッセ東大阪2021写真で見るテクノメッセ東大阪2021
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ホログラム導光板ディスプレイ
＜大阪工業大学＆山本光学㈱＞

閉鎖空間内高速走行探査群ロボット
＜近畿大学＞

エアロゾル（飛沫）防護製品「AirVision（エアービジョン）」
＜㈱オージーケーカブト＞

東大阪市医工連携事業参入企業製品郡
＜東大阪市域企業9社＞

2050年を目指したモノづくり
～EV関連製品群～

＜昭和丸筒㈱、㈱アテックス、ナミテイ㈱＞

空間に溶け込む消毒液立て
「submarine（サブマリン）」

＜㈱摂津金属工業所＞

奈良県吉野産ヒノキを使用したEV車
＜大阪産業大学＞

写真で見るテクノメッセ東大阪2021写真で見るテクノメッセ東大阪2021

簡単Web診断～一人ひとりに最適なサプリを提案～
＜井藤漢方製薬㈱、㈱Suppleno＞

Made in Higashiosakaの「ネジのロケット」
＜サンコーインダストリー㈱＞
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＜駅貼り広告＞
谷町九丁目駅（アドマーク　12月7 ～ 9日）
谷町四丁目駅（アドマーク　12月7 ～ 9日）
谷町四丁目駅ふれあいボード

（B2サイズ 11月18日～ 12月9日）
堺筋本町駅（アドマーク　12月7 ～ 9日）

＜電車中吊り広告＞
大阪メトロ沿線（12月7 ～ 9日）
近鉄奈良・大阪沿線（12月7 ～ 9日）
阪神沿線（12月7 ～ 9日）

＜新聞広告＞
日刊工業新聞

（西日本エリア 5段1/2　11月30日掲載）
日本経済新聞

（近畿版 2段1/2　12月7日掲載）
産経新聞

（大阪府内版 2段1/2　12月7日掲載）
金属産業新聞

（全国版 2段1/2　12月6日掲載）

交通・新聞広告一覧

Google・Yahoo 検索エンジンにて実施

第34回
東大阪
産業展

広報関連広報関連

＜日本経済・金属産業・産経新聞＞

＜日刊工業新聞＞

＜堺筋本町駅　駅貼り広告＞ ＜谷町九丁目駅　駅貼り広告＞

交通広告DM広告

新聞広告

リスティング広告

新聞記事
＜日刊工業新聞（12月6日）＞ ＜日本経済新聞（12月8日）＞

＜産経新聞（12月9日）＞

＜金属産業新聞（12月6日）＞

＜毎日新聞（12月9日）＞ ＜金属産業新聞（12月27日）＞
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試作から量産まで。ゴム・樹脂の切削加工技術を加工サンプルでご紹介します。

（1）真空成形用木型　  （2）真空成形品各種　  （3）プラスチック加工品各種

ワンワンボックス、ステンレス製工具箱、サイズ色々工具箱

軽量化・製造工程省略に貢献する鉄鋼材料、冷間鍛造部品

小物スプリング・懸架装置スプリング・産業用スプリング

お客様の要望に対し、弊社が提案したパーツ類

陶器・非鉄金属のIH対応加工、飲食店向け特注製品の開発・製造、クラウドファンディングの開発補助

冷間圧造部品、特殊ネジ、特殊金属パーツ

【ゼロクロメート】高耐食クロム・コバルトフリーねじ

鉄素材に高耐食性能の表面処理を施し、ステンレス素材の代替品と位置付けし、素材高騰対策として出展します。

板金製造技術スライドショー・展示物

ダイカスト鋳造品。自動車部品、建築金物、弱電部品、アパレル関連品、鞄金具など。

ステンレス・アルミ・鉄製品の木目調塗装

六角ボルト、座金組込六角ボルト、特殊冷間圧造部品

プラスチック球・鋼球・セラミック球

特殊な形状や材質の六角穴付ボルト。特殊な用途に合わせたねじ回し。六角穴付ボルトを落とさないねじ回し

微細精密部品

アルミ部品→樹脂化のコストダウン成功した製品、アルミ＋樹脂部品のアセンブリされた製品

超高精度ロボットプレス加工、製造業向け日報電子化アプリ、放熱基板

3D加工技術を用いて製作した歯車。社内にて設計、製作をしたクロスミッションの部品

業界初！瞬間通電でON/OFF切り替え！ 無通電で吸着し続ける磁気式デバイス「スイッチングマグホルダー」

マグネット、マグネポーター、サニタリー機器、磁石応用製品

環境にやさしいプラスチック製品製造に挑戦！ プラスチックと金属等との高密度接合

半導体製造装置関連、金型関連など産業機械の金属部品を製造しています

親水性塗装・親水性フィルター・レンジガード

溶接作業関連工具・半自動溶接機トーチ部分のクリーナープライヤー・スパッタ等除去工具

自動車関連設備機械、輸送、搬送装置、自動包装機械、一般産業機械などの設計及び図面作成

ハイドロチャック、メガシンクロタッピングホルダ、フルカットミル、Ｃカッターミニ

ロストワックス精密鋳造品

デルタプロテクト処理及び機能性塗料を用いた特殊コーティング処理品

医療、介護に最適な低電磁波ヒーター等の電装部品や深絞りの冷蔵庫ドアヒンジ等のプレス部品はノウハウ満載

主力電車線用架線金具、検測機器、砂型鋳造製品の紹介

厚板精密打ち抜き加工、焼き入れ品へのダイレクトタップ加工、ロボット溶接による異材の非密着状態での溶接

振動に強い『バルブタイプ』と水密性に優れた『シールドタイプ』の２機能を備えたシールドバルブリベット

塩ビ被覆鉄線、ニッポリ線加工製品、トラバースコイル、単管専用フック「ツリテックス」

ゆるみ止めナット（ハードロックナット・ＨＬ－Ｒ・ＨＬＢ・ＨＬＳ）

各分野の産業用制御装置の化粧パネル及びラック、さまざまな材質の精密加工部品

工業用温度計、電力用保護継電器その他

フジクイックナット（中間挿入）、フジダブルロックナット（緩み止ナット）、切削磨ナット

フォトエッチング加工・エレクトロフォーミング加工製品

複雑なスライド機構×特殊成形という『難しい金型』で実現した面白いプラスチック成形品

自動車用精密部品・ナット、建設用特殊ボルト

段ボール製品

亜木津工業㈱

㈱朝日化成

㈱いのうえ商店

大阪精工㈱

大阪バネ工業㈱

大阪美錠工業㈱

㈱オーシン

鹿児島金属㈱

㈱神山鉄工所

木田精工㈱

キャビテック㈱

共栄ダイカスト㈱

協立工業㈱

金剛鋲螺㈱

佐藤鉄工㈱

㈲三喜製作所

三恵ハイプレシジョン㈱

三晃工業㈱

㈱サンコー技研

㈱繁原製作所

下西技研工業㈱

㈱下西製作所

㈱昭栄精化工業

㈲新栄精器

㈱伸晃

㈱セブンティ・エイト

タイガ設計㈱

大昭和精機㈱

妙中鉱業㈱ 名古屋営業所

髙島工業㈱

タチバナテクノス㈱

㈱電業

中辻金型工業.㈱

ニッセンリベット㈱

日本化線㈱

ハードロック工業㈱

㈱ピーエスピー

兵田計器工業㈱

㈱富士製作所

冨士精密工業㈱

藤塚精密金型㈱

㈱フセラシ

マツダ紙工業㈱

OEM・ODMをさらに進化。お客様の抱える難題の解決に向けて、アイデアをカタチにしてサポートします

部品整列供給装置パーツフィーダとバリエーション豊かな供給機ラインナップ

精密プレス加工品、コネクター、電子部品等

70～100μｍクラス球体用、ボール外径精密選別機

バッテリーパワーツール、システムレンチYS-e、シャットオフレンチYZ-T、インパルスレンチYZ-N

圧着工具、ペンチ・ニッパー、モンキレンチなどの作業工具、リベッターなどのファスニングツール

防災減災対応システム「BOGETS」

動くインテリア【エンジェルシュリンプ】

歯ブラシ　 ドラッグストア、 ホームセンター、 生協、 歯科医、矯正歯科医用各歯ブラシ

マスク除菌装置（細菌トレテーラ）・粘着式捕虫器トレテーラ新バージョン・ブラックライト10W等

精密線刻刀・精密バリ取り刀・精密紙切り刀、理科／科学技術教材

テレワークと経費節減　2stepは請求書を自宅などのPCからメール送信出来ます

紙製容器・紙製雑貨・紙製パッケージ

歯ブラシ・ヘアブラシ等

創遊夢は、遊びに心を持って創造し、夢の実現を目指すグループです。＜東大阪個性派集団＞

コーヒーマシン、ウォーターサーバー、ティーサーバー、空間除菌機

扉を開いて奥に収納して邪魔にならないキャビネット、工具をフックに掛けて収納するパンチングパネル

オゾン関連製品専門メーカーが本気でつくる化粧品原料“オゾン化オリーブ油”を使った化粧品OEMのご提案

日本初　カセットボンベで炊飯　一合の炊き上りが10分。出来上ったら自動でOFF

スポーツロッカー、貴重品ロッカー、その他

洋菓子（マドレーヌ）　冷凍品（餃子）　乾燥野菜（しょうが）　雑貨品（ウエス）

マグネットメディア　マグネットが貼れる素材　滑り止めクリヤー塗料　防災認定掲示板

オリジナル・名入れ手提袋、エコバック

雛人形・その他和小物及び和雑貨

LEDツリーライト

健康増進機器

産業用安全保護具、スポーツ用サングラス、スイミングゴーグル、ウィンタースポーツ用ゴーグル他

技術士受験セミナー、省エネ支援、技術鑑定等の案内パネル、パソコンによる紹介ビデオ放映

電動航空機を実現する軽量電力変換器

課題解決型金融、事業承継・技術相談、産学官連携等のネットワークでお客様の課題を解決する取組み紹介

モノづくり・ビジネスに活用された大商大生のアイディアの紹介

労務相談、労務診断システムデモンストレーション、会計オンライン相談

指腹部変形を用いた触覚情報の定量計測と応用

外国人材受入事業（技能実習生・特定技能外国人）

鳥取県の観光物産・企業立地支援策などのご案内

外国人留学生の日本語教育をはじめ、企業の採用・育成支援を行うプロジェクトの紹介（ポスター、動画）

創業・新事業、事業再生・事業承継、ソーシャルビジネス、海外展開など成長戦略分野等への支援の取組み

東大阪市技術交流プラザ、東大阪市ワンストップ相談窓口

東大阪のお土産・記念品「ラグビーグッズ」

「建設技術、製造物流系技能」ポテンシャルワーカー支援 ! 外国人労使者支援の一環としてベトナム求人サイト販売
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（五十音順）

（コーナー別50音順）
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試作から量産まで。ゴム・樹脂の切削加工技術を加工サンプルでご紹介します。

（1）真空成形用木型　  （2）真空成形品各種　  （3）プラスチック加工品各種
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㈱ミヤマエ

村田精工㈱

メイホウ㈱

㈱ユタカ

ヨコタ工業㈱

㈱ロブテックス

I・T・O㈱

㈲イーストプランニング

㈱稲田歯ブラシ

㈱西當照明

㈱さえき科学

㈲サンケイビジネス

㈱秀英

全日本ブラシ工業協同組合

東大阪市異業種交流グループ 創遊夢

㈱ダイオーズジャパン

大松金属工業㈱

㈱タムラテコ

東方工業㈱

㈱仁張工作所

（福）ひびき福祉会

㈲マグライフ

マツシロ㈱

㈱松よし人形

安田精工㈱

㈱ヤマト

山本光学㈱

（公社）大阪技術振興協会

大阪産業大学

大阪シティ信用金庫 シティ信金ビジネスサポートセンター

大阪商業大学

社会保険労務士法人 おぎ堂事務所

近畿大学

大地事業協同組合

鳥取県関西本部

鳥取城北日本語学校

㈱日本政策金融公庫 東大阪支店

東大阪市

東大阪ラグビーグッズ創生クラブ

㈱ヒューマンボンド
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令和３年度東大阪市補助金事業

技
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が
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時
代
が
求
め
る
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く
り

10:00～17:00
開会式 9:30～

12
8㈬

9:30～16:00

12
9㈭
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