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出展者名簿

コーナー № 事業所名 所在地 出展物 企業URL

1 亜木津工業㈱ 東大阪市楠根３－７－４ ゴム、樹脂切削加工サンプル、その他 https://akitsukogyo.com/

2 ㈱朝日化成 福岡県嘉麻市上山田２１１－５１ 木型・食品用・工業用プラスチック製品 http://www.kk-asahi-kasei.co.jp/

3 アサヒプリンティング㈱ 大阪市生野区桃谷１－３－２３ 超高性能転写シール・ワンタッチAP https://www.asahi-printing.ink/

4 ㈱アドしん 大阪市生野区巽東４－６－１３ 看板・広告物 https://www.adoshin.com/

5 奄美工業㈱ 東大阪市楠根２－６－６ 短寸カット、短寸二次加工品

6 ㈱アリック.ティ.シー 東大阪市新鴻池町１２－７ 歯車等の表面処理部品 http://www.aric-tc.co.jp/

7 ㈱いのうえ商店 東大阪市東鴻池町５－１－５ 工具箱、ペット用トイレットペーパー用ボックス https://inouesho10.official.ec/

8 石見大田工業㈱ 東大阪市若江南町１－６－１９ 出展物調整中 https://iwamioota.co.jp/

9 ㈱オーイーエム 東大阪市長田東２－１－１６ 測定器の点検・校正サービス https://www.oem.co.jp/

10 オーエッチ工業㈱ 東大阪市水走４－９－３ ハンマー、物流機器 https://ohnet.co.jp/

11 ㈱オークマ工塗 東大阪市布市町３－２－５７ 金属部品に塗装した物 https://www.okumakot.com/

12 大阪バネ工業㈱ 東大阪市高井田西３－３－１ 各種バネ製品 https://osakabane.com/

13 大阪美錠工業㈱ 東大阪市柏田本町１６－２７ 客先への提案・納品した商品 https://osakabijyo.com/

14 鹿児島金属㈱ 羽曳野市駒ヶ谷２－１９７ 冷間圧造部品 https://www.kagoshima-metal.co.jp/

15 勝井鋼業㈱ 東大阪市高井田中１－８－１４ 鍛造品、金属切削加工部品等 http://www.katsui-kougyou.co.jp/

16 ㈱神山鉄工所 東大阪市高井田西５－４－８ ドリルねじサンプル https://www.kamiyama-tekkosho.co.jp/

17 関西パテ化工㈱ 東大阪市日下町３－７－３６ 工業用補修材、パテ関係 https://www.kansaipate.co.jp/

18 木ノ本伸線㈱ 東大阪市弥生町２－５６ Mg合金溶化材（TiG・MiG）、溶接見本、PR電光パネル等 https://www.kinomoto.co.jp/

19 キャビテック㈱ 東大阪市菱江１－２６－２５ 弊社の生産技術をご理解頂ける展示品、製作事例スライドショー https://www.cabitec.jp/

20 共栄ダイカスト㈱ 東大阪市柏田西３－９－１０ ダイカスト鋳造品 http://kyoeidc.com/

21 ㈱西尾木材工業所 東大阪市中石切町２－１０－３３ 国土交通大臣の不燃認定を取得したアルミルーバー https://west-lumber.co.jp/

22 キングパーツ㈱ 東大阪市長堂３－７－１１東大阪ビル４F 金属部品サンプル・工程動画（PC使用） https://www.kingparts.co.jp/

23 クラスターテクノロジー㈱ 東大阪市渋川町４－５－２８ 成形品、開発向けインクジェットシステム https://www.cluster-tech.co.jp/

24 ㈱クニムネ 東大阪市高井田１４－８ 各種プラスチック製品 http://www.kunimune.co.jp/

25 金剛鋲螺㈱ 東大阪市長田西３－５－１ 六角ボルト、特殊冷間圧造部品 http://www.kongobyora.co.jp/

26 三恵ハイプレシジョン㈱ 大阪市平野区瓜破南２－３－４ 微細切削部品等 http://www.sankei-pr.co.jp/index.htm

27 ㈱サンコー技研 東大阪市玉串町東町３－５－３８ プレス加工技術・日報アプリ https://sankogiken.com/

28 ㈱繁原製作所 東大阪市東鴻池町５－２－７ 自動車エンジンミッション部品 https://www.shigehara.co.jp/

29 ㈱シナガワ 東大阪市菱江３－８－２５ ゴム、樹脂製品（成形・加工品） http://www.shinagom.co.jp/

30 ㈱下西製作所 東大阪市若江東町６－８－２５ マグネットコンベアー、サニタリー機器 https://shimonishi.net/

31 ㈱昭栄精化工業 東大阪市新家東町２－１６ プラスチック製品 https://shoei-industry.com/

32 新光テック㈱ 東大阪市若江東町６－９－４７ 金属加工製品 https://www.shincotec.jp/

33 シンワパックス㈱ 東大阪市森河内東１－３８－２６ 真空成型品、パッケージ、トレー、ブリスターパック https://www.shinwapax.co.jp/

34 ㈱セブンティ・エイト 東大阪市横小路町５－８－５ 溶接作業関連工具 https://seventy-eight.co.jp/

35 第一プラスチック㈱ 八尾市空港１－１１７ 各種プラスチック製品 https://www.daiichiplastic.co.jp/

36 タイガ設計㈱ 東大阪市西堤本通東１－１－１ サンプル図面 http://taiga-sekkei.co.jp/

37 大昭和精機㈱ 東大阪市西石切町３－６－２０ ハイドロチャック、アキュースタンド、フルカットミル等 https://www.big-daishowa.co.jp/

38 大松金属工業㈱ 東大阪市今米１－２－５３ フリッパードア、キャビネット、部品棚関連、マジックパネルキャビネット等 http://www.daimatu.net/

39 大和精工㈱ 東大阪市水走２－２－２７ プラ手袋装着機、低温調理機 http://www.daiwa-seiko.jp/

40 髙島工業㈱ 東大阪市箕輪２－４－２１ 機能性塗装処理品 https://takashimakk.com/

41 タチバナテクノス㈱ 東大阪市高井田本通２－１－２８ 電装品（ヒーター関係）・プレス品 http://tachibana-technos.com/

42 帝国イオン㈱ 東大阪市柏田西１－１２－２６ 新技術、加工物、パネル https://teikoku-ion.co.jp/

43 ㈱電業 高井田中２－５－２５ 鉄道用電車線金具（架線金具）類及び検測機器類

44 ㈱トクピ製作所 八尾市大竹３－１６７ パネル・モニターによる製品紹介・カタログ他 http://www.tokupi.co.jp/

45 ㈱永田製作所 東大阪市東上小阪２－１３ 精密金属加工製品 https://www.nagataseisakusyo.com/

46 ㈱中農製作所 東大阪市新町２１－２６ 小型部品洗浄機 https://nakanos-s.co.jp/

47 ニッセンリベット㈱ 東大阪市東山町１０－２５ シールドバルブリベット・チタンリベット他特殊リベット http://www.nissen-co.co.jp/

48 ハードロック工業㈱ 東大阪市川俣１－６－２４ ハードロックナット、HLB、HLS他 https://hardlock.co.jp/

49 ㈱ピーエスピー 東大阪市若江南町３－８－３５ 各種金属、MC切削加工部品　他 https://psp-corp.co.jp/

50 ㈱ビゼン 東大阪市寿町３－２５－１２ 丸物金属加工部品 http://bizen-net.com/

51 兵田計器工業㈱ 東大阪市出雲井本町１－６ 温度計、重電機器用／保護機器その他 https://www.hyoda.co.jp/

52 ㈱廣瀬スプリング製作所 豊中市原田中１－１－８ ばね、線材加工品（カゴ。ガード等） https://www.hirosespring.co.jp/

53 フクダ精工㈱ 東大阪市四条町１２－３６ 切削工具、トリミングダイス http://www.fukudaseiko.co.jp/index2.html

54 ㈱富士製作所 東大阪市菱江６－４－２８ 切削ナット、ゆるみ止めナット https://www.fujiseisakusho.com/

55 冨士精密工業㈱ 東大阪市金岡３－２２－３２ エレクトロフォーミング・フォトエッチング加工品 https://www.web-fuji.com/

56 藤塚精密金型㈱ 東大阪市御厨東２－１２－１２ 成形品（サンプル）、情勢に配慮した内容 http://fujitsuka-sk.co.jp/

57 ㈱フセラシ 東大阪市高井田１１－７４ 自動車用関連部品 https://www.fuserashi.com/

58 村田精工㈱ 東大阪市藤戸新田１－４－１５ 部品整列供給機 http://www.muratask.co.jp/

59 ㈱弥生金属 東大阪市水走３－１２－４０ 板金・プレス部品 https://mitsu-ri.net/factories/yayoikinzoku

60 ㈱ユタカ 東大阪市新町２４－１２ ボール外径精密選別機 http://www.tech-yutaka.co.jp/jp/

61 ㈱ユニックス 東大阪市加納４－１４－３１ ウレタンコーティング、サンプル品等 http://www.unics-co.jp/

62 ヨコタ工業㈱ 東大阪市西岩田３－５－５５ バッテリーパワーツール、システムレンチTS－e、シャットオフレンチYZ-T、インパルスレンチYZ-N https://www.yokota-kogyo.co.jp/

63 ㈱ロブテックス 東大阪市四条町１２－８ 作業工具、ファスニングツール等 https://www.lobtex.co.jp/

64 ㈱若林精機工業 豊中市三国２－４－６ 金属加工部品 http://w-seiki.com/

65 I・T・O㈱ 東大阪市箱殿町１０－４ 防災減災対応システムBOGETS http://www.itokoki.co.jp/

66 (有)アラカワ紙業 東大阪市荒川３－１４－１２ 段ボール製品 https://www.arakawabox.co.jp/

67 ㈱稲田歯ブラシ 東大阪市新家西町１７－１９ 歯ブラシ http://www.inada-brush.jp/

68 ㈱西當照明 東大阪市菱江２－３－１２ 捕虫器、ブラックライト https://saito-syoumei.jp/

69 ㈱さえき科学 東大阪市俊徳町１－６－１４ 精密刃物工具、教材 https://www.saeki-sc.com/

70 ㈱JAPAN　STAR 東大阪市長田東３－３－４３－９階 シャワーヘッド https://www.japan-star.com/

71 全日本ブラシ工業協同組合 東大阪市高井田中１－５東大阪市立産業技術支援センター内 歯ブラシ、ヘアブラシ http://www.ajbia.or.jp/

72 東方工業㈱ 東大阪市高井田中３－１０－７ 煙らないロースター（カセットボンベ式） http://thoho.co.jp/company.html

73 ㈱仁張工作所 東大阪市水走３－１４－６ オーダーメイドロッカー https://nimbari.co.jp/

74 ㈲マグライフ 東大阪市中鴻池町１－７－２９ マグネット関連商品、滑り止め塗料セーフティペイント他 http://www.mag-life.jp/

75 マツシロ㈱ 東大阪市角田１－１０－８ 紙袋、エコバッグ等 https://www.m-elitebag.co.jp/

76 ㈱松よし人形 東大阪市荒川１－１０ー４ 雛人形、和小物、他 https://matsuyoshi-doll.co.jp/

77 ㈱ヤマト 奈良県奈良市西大寺国見町１－６－３ ゴールドフィンガー http://www.k-yamato.co.jp/

78 山本光学㈱ 東大阪市長堂３－２５－８ スポーツサングラス等 https://www.yamamoto-kogaku.co.jp/

79 ㈱吉武工務店 東大阪市池島町１－６－５２ 施工事例の写真、パネル、動画等 https://www.yoshitake.ne.jp/

80 公益社団法人大阪技術振興協会 大阪市西区靭本町１－８－４ー５０４ 展示パネルと冊子類等 https://www.otpea.or.jp/

81 大阪産業大学 大東市中垣内３－１－１ AIを用いた交通量調査 https://www.osaka-sandai.ac.jp/

82 大阪シティ信用金庫 大阪市中央区北浜２－５－４ 当金庫サービスメニュー https://www.osaka-city-shinkin.co.jp/

83 大阪商業大学 東大阪市御厨栄町４－１－１０ パネル等 https://ouc.daishodai.ac.jp/

84 大阪信用保証協会　サポートオフィス 大阪市中央区本町１－４－５大阪産業創造館１０F 信用保証制度の案内、経営支援案内のリーフレット https://www.cgc-osaka.jp/

85 社会保険労務士法人おぎ堂事務所 大阪市平野区背戸口５－６－２４ 支援施策のパンフレット、チラシ等 https://sr-ogido.com/

86 近畿大学 東大阪市小若江３－４－１ 理工系研究室、研究課題 https://www.kindai.ac.jp/

87 日本政策金融公庫　東大阪支店 東大阪市高井田元町２－９－２ 各種施策物 https://www.jfc.go.jp/

88 東大阪市役所 東大阪市荒本北１－１－１ 支援施策のパンフレット、チラシ https://www.city.higashiosaka.lg.jp/

89 東大阪商工会議所 東大阪市永和２－１－１ 支援施策のパンフレット、チラシ http://www.hocci.or.jp/

90 東大阪ラグビーグッズ創生クラブ 東大阪市永和２－１－１ 各種ラグビーグッズ https://rugoods.jp/

91 ㈱ヒューマンボンド 大阪市阿倍野区阿倍野筋３－１０－１あべのベルタB１ 企業説明パネル https://www.humanbond.co.jp/

92 MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）常設展示場 東大阪市荒本北１－４－１７クリエイション・コア東大阪北館 各種施策物 https://www.m-osaka.com/jp/exhibitors/
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