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№ 会員 事業所名 事業内容 コロナ対策製品名 製品概要

1 会員 ㈲アイ・プロジェクト 工業製品試作・加工・製造 アイ・ビー・メディカルシールド メイドイン東大阪！自由な調整・簡単にシールド交換。大きなシールドでクリアーな視界

2 会員 ㈱アドバンス 洗剤・化粧品等製造販売 加湿器 空気中の殺菌効果が期待できる

3 会員 ㈱アドバンス 洗剤・化粧品等製造販売 銀イオン水　大銀醸 銀イオンによる消臭・除菌剤。水を加える事で繰り替えし使用できます

4 会員 ㈲アラカワ紙業 段ボールケースの企画製造・直売 mask-de-㏌ 従来の不織布マスクで息苦しかった不快感を解決。

5 会員 ㈲アラカワ紙業 段ボールケースの企画製造・直売 飲食用フェイスシールド フェイスシールドを付けたままで、食事が出来る。

6 ㈱出田精密 切削加工 金属加工 ⅰ　ＤＥＴＡ（イデータ） 光触媒微粒子をコーティングした車内での飛沫感染防止プレート

7 会員 ㈱いのうえ商店 ステンレス・スチール工具箱販売 飛沫感染防止用アクリル板 新型コロナウイルスによる飛沫感染防止用、アクリル板を販売しています。

8 ㈲ウマキタック工芸 粘着紙印刷及トムソン加工全般 マウスシールド 飛沫防止・透明マウス　飲食業・接客業・育児　消毒する事により繰り返し使用　組み立て簡単

9 ㈲ウマキタック工芸 粘着紙印刷及トムソン加工全般 マスクケース（ポーチ型） 外出時一時的にマスクの保管として使用。ほこりや汚れとの接触を減らし、清潔に保ちます。

10 会員 エス・ティ・エス㈱ 高級袋物製造 夏マスク 抗菌加工を施した３層構造の特殊ウレタンを使用。立体構造の通気性に優れた洗えるマスク

11 会員 ㈱エムトピア 工業模型製作 フェイスシールド 試作で培った技術を生かし、感染拡大の抑制に貢献できればとの思いで製作。

12 会員 エムプラチック ディスプレイ加工業・店舗什器設計企画 診療用「飛沫防止パネル」 診療用に樹脂成型技術を生かした新製品

13 会員 エムプラチック ディスプレイ加工業・店舗什器設計企画 診療用「アクリル飛沫パーテーション」 診療用に樹脂成型技術を生かした新製品

14 会員 エムプラチック ディスプレイ加工業・店舗什器設計企画 診療用「アクリル飛沫ケース」 診療用に樹脂成型技術を生かした新製品

15 会員 大阪銘板㈱ 工業用プラスチック製品全般・精密金型製造 ドアオープナー「猫のしっぽ」 日常で「触れる不安」への解決アイテム。大人女子が持ち歩ける、シンプルなデザイン

16 会員 ㈱カワキタ 文具・旅行用品・装粧品・雑貨等製造 マスクキーパー マスクの外側に触れずにコンパクトに収納。持ち歩きできる便利なソフトケース

17 会員 ㈱カワキタ 文具・旅行用品・装粧品・雑貨等製造 折りたたみ式携帯マスクケース マスクを安全かつスマートに手のひらサイズで保管・持ち歩きできる折りたたみ式ケース

18 会員 ㈱カワキタ 文具・旅行用品・装粧品・雑貨等製造 ノータッチチャーム 不特定多数の人が多く接触するドアノブやボタン等に直接触れずに済む非接触型アイテム

19 会員 ㈱カワキタ 文具・旅行用品・装粧品・雑貨等製造 マスクポーチ 外出時に外したマスクをスマート・おしゃれにかつ衛生的に持ち運びできる商品

20 会員 ㈱河島製作所 プラスチック射出成形・金型・各種モデル製作 カワシールド　Ａｇ＋ 幅広くフィットするオリジナル可変式フレームと高透明ＰＥＴシートを採用したシールド

21 会員 ㈱河島製作所 プラスチック射出成形・金型・各種モデル製作 カワシールド　Ａｇ＋マウスクリア 飛沫感染防止を目的に快適性を兼ね備えたオリジナルマウスシールド

22 会員 ㈱河島製作所 プラスチック射出成形・金型・各種モデル製作 カワシマスク　Ａℊ＋ 身近な物をフィルターとして代用できる銀イオン配合のエラストマー製抗菌マスク

23 関西電熱 交流電動機・発熱装置等応用機器類の開発設計・製造販売 熱風発生機 新型コロナウイルス等の滅菌対策用。乾燥機や生産ライン等を手掛ける設備・食品・薬品メーカー等に提案

24 会員 ㈲ケイエスシステム 紙製品加工業・診察業（印刷・トムソン木型） ハレールカーテン カーテンを簡単脱着！病院内のゾーニング、オフィスや飲食店での空間分けに。

25 会員 ㈲ケイエスシステム 紙製品加工業・診察業（印刷・トムソン木型） しきッチャオ 大阪市立大学と携帯型のパーテーションを共同開発。

26 会員 甲子化学工業㈱ 合同樹脂製品・同加工業（プラスチック製品類） アームハンドル（開きドア用・スライドドア用） 手からの接触感染を予防する「腕」で操作が出来るドアノブ補助具

27 会員 甲子化学工業㈱ 合同樹脂製品・同加工業（プラスチック製品類） アームスライダー トイレの鍵を握る必要はありません。感染リスクを抑えた新しいスタイル。

28 小西医療器㈱ 医療用機器及び器具の販売 ＨＡＮＤＡＩシールド　ストックセット 様々なサイズ、材質のシールドに対応。フレームは５~１０回程度繰返し使用可能

29 会員 ㈱西當照明 照明器具製造・各種板金加工 マスク除菌装置／細菌トレテ―ラ 閉鎖空間内でマスクをＵＶ－Ａ・光触媒・銀イオンの相乗効果で除菌

30 会員 サンクレスト 携帯グッズ、液晶ＴＶ・パソコン用フィルター製造販売 抗ウイルス保護フィルム 様々なウイルスに効果がある銅イオンで、ウイルスを99.99％減少する事が出来ます。

31 会員 ㈱サンコー技研 電子部品・フィルム等の加工 スマイルシールド 低年齢児でもストレスなく着用できる首掛け式フェイスシールド（特許出願中）

32 会員 親和精密㈱ 機械工具計測器製造販売 マスク取付一体型フェイスシールド マスクと一緒に取り外しが可能になる激安フェイスシールド

33 ㈱昭和丸筒 紙及び樹脂製の巻き芯、樹脂成型品、物流包装材、容器の販売 飛沫感染防止パーテーション「テーブルマスク」 人にはデスク！デスク・テーブルには「テーブルマスク」

34 ㈱昭和丸筒 紙及び樹脂製の巻き芯、樹脂成型品、物流包装材、容器の販売 飲食店向けのパーテーション「テーブルマスク ダイニング」 ４枚の透明ボードを放射状に繋げた構造で、中心部に開口部を設け、飛沫を防ぎながら調味料の受け渡しや乾杯が出来る。

35 シンコー㈱ 壁装材・カーテン・カーペット等の販売 ソーシャルディスタンスグッズ 施設や店舗などの感染対策に家具用レザー、ファブリックを自由にアレンジ出来る。

36 ㈱スクエアメディカル 医療機器開発事業、福祉機器販売 ＥＹＥ　ＣＯＬＤ（※アイシールド） 対面接客等に対してマスクをした上で目を保護するためのアイシールド
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37 会員 ソダ工業 排ガス温度制御装置・サーマルチャンバー・電子冷却除湿機 クリーンユニット 神戸大学医学部付属病院と共同で、新型コロナウイルスの患者の呼気によるエアゾール感染を防ぐ新商品

38 ㈱ＤＡＩＭＥＩ　ＥＣＳ プラスチック精密金型製作 ３Ｄ　フェイスシールド 衛生的な使い捨てフィルムを採用。本体は３Ｄプリンタ製で洗浄により再利用可能。

39 会員 竹野㈱ 卸売業 抗菌マスクケース 持ち運びに便利なコンパクトサイズで、予備のマスクを携帯したり、食事・美容院などちょっと外したいという時にマスクを保管できる。

40 ＤＡＮＧＵＭＡＮ 革用機械・道具販売 除菌ポンプ用　足踏み式テーブル 手で押す除菌ポンプは意外に盲点で、その「関節接触からの感染を防ぐ」器具です。

41 会員 ㈱タムラテコ 殺菌装置の製造販売 医療用消毒器／オゾンガス消毒器 医療施設の室内空間と資器材を短時間で消毒。消毒作業は人の手から機械で行う時代へ

42 会員 東和印刷㈱ 紙製品加工・印刷業（商業印刷） 紙製　フェイスシールド 透明シールド部以外は紙製のためとても軽量。ＳＩＡＡ認定の抗菌効果を発揮するニスを塗布

43 会員 東和印刷㈱ 紙製品加工・印刷業（商業印刷） 紙製マスクケース 食事中、マスクの置き場に困るときに衛生的に保ちます。小さく畳めてポケットに入るサイズ。

44 会員 中辻金型工業㈱ プレス金型製造 フェイスシールド　ＮＫ－ＧＵＡＲＤ 医療従事者を守る使い勝手にこだわった軽量フェイスシールド

45 会員 日榮新化㈱ フィルムタック製造販売・ラミネート加工・粘着加工 ハルシックイシリーズ 抗菌・抗ウイルス機能のある漆喰を用いて、シート状、及びロール状に仕上げた製品

46 会員 日榮新化㈱ フィルムタック製造販売・ラミネート加工・粘着加工 シックインマスクカバー 抗菌・抗ウイルス機能のある漆喰を用いて、シート状に仕上げた製品

47 会員 日清工業㈱ フィルムタック製造販売・ラミネート加工・粘着加工 マスクキーパー（手作りマスクケース） 暖かみのある手作りマスクケース。食事中や持ち運び時など、スマートに保管頂けます。

48 会員 ㈱美販 段ボールケース製造販売 オーダーメイド　段ボール製パーテーション ご使用の環境に合わせてサイズ調整し、１台から作成致します。

49 会員 平井サッシ工業㈱ 鋼製建具販売・取付 hirai8line（ヒライエイトライン） ドライバーで簡単に組み立てる感染対策の間仕切り。簡易ルーム。

50 ㈱ヒラノヤ 接着剤開発・販売、両面テープ販売・POP加工等 フェイスシールドＨＫ１／ＨＫ２ 組立簡単なフェイスシールド。通気口の無い（ＨＫ１）有り（ＨＫ２）を選んで頂けます。

51 ㈱ヒラノヤ 接着剤開発・販売、両面テープ販売・POP加工等 フェイスシールドケース＋フェイスシールド２枚付き 組立簡単で繰り返し使うことができるフェイスシールドと保管用ケースのセット。

52 ㈱ヒラノヤ 接着剤開発・販売、両面テープ販売・POP加工等 ＨＫマスクケース（抗菌加工） マスクを外す時には欠かせない抗菌加工も施したマスクケース。３種から選べます。

53 会員 ㈱福井プレス クリーニング業、染色業 銀イオン加工 抗ウイルス効果がある銀イオン加工を施す

54 会員 又永化工㈱ プラスチック・フィルムシートの製造販売 硬質ポリ塩化ビニールシート フェイスシールド用素材として月間120万個分を量産

55 会員 ㈱松下工作所 金物・金属製家具製造業 スチームフレーム製　飛沫ガードパーテーション オーダーサイズでフレームを製作致します。市販のシートをマグネットで貼り付けるだけ。

56 会員 ㈱松下工作所 金物・金属製家具製造業 アクリル脱着式　飛沫ガードパーテーション アクリルパネルを工具無しで取り外し、簡単に出来ます。オーダーサイズ可能です。

57 会員 ㈱松下商會 金物・金属製家具製造業 飛沫ガード透明樹脂パネル ウイルス感染防止用　アクリル製パーテーション

58 会員 マツダ紙工業㈱ 段ボールケース・紙器・段ボール家具・飲料自販機ベンダー 飛沫感染対策ボード カウンター用のボード。下部に広めの開口部があり、採血等にも役立ちます。

59 会員 マツダ紙工業㈱ 段ボールケース・紙器・段ボール家具・飲料自販機ベンダー 待合室用間仕切りボード 待合室での感染対策に、ミル段なので、濡れに強く、除菌スプレーも使用可。

60 会員 マツダ紙工業㈱ 段ボールケース・紙器・段ボール家具・飲料自販機ベンダー 除菌スプレー用ポンプ台 濡れに強く丈夫なミル段（牛乳パックの再生紙）を使用、持ち出し防止用の穴付き

61 会員 マツダ紙工業㈱ 段ボールケース・紙器・段ボール家具・飲料自販機ベンダー ファイルＤｅガード 近畿大学と、書類ファイルとしても使える飛沫防止パーテーションを共同開発。

62 会員 ㈱松よし人形 人形製造 工房松寿オリジナル布マスク お人形の生地を使用し季節に合わせた使い心地の良い布マスク

63 マナヴェル.m オーガニック化粧品販売 TE-clean（除菌剤） 食品添加物エタノールを高濃度で配合した除菌剤。100％植物・穀物由来。

64 会員 ミノル化学工業㈱ プラスチック製品全般 アクリル製エアロゾルボックス 患者の治療時に医療従事者を飛沫感染から守るアクリル製ボックス

65 会員 ミノル化学工業㈱ プラスチック製品全般 ＨＭ　フェイスシールド　ＰＡＴ．Ｐ 日本製・超軽量２５ｇ・フリーサイズ対応。シールドの交換も簡単

66 会員 明晃化成工業 ＰＣサプライ品、プラスチックケース・部品、除菌消臭光触媒 マスク用スプレー 独自の光触媒技術でウイルスなどを除去

67 会員 山本光学㈱ スポーツゴーグル・眼鏡・産業安全用品製造 超軽量フェイスシールドグラスＹＦ－８００Ｌ 医療や製造現場で働く人々を２０年近く支えてきた眼鏡型フェイスシールドの決定版

68 会員 ㈱ロイヤルソフトセンター 印刷関連・ソフト開発 名入れ可能なマスクとケース 制菌加工を施したダンボールニット生地を使用し、丸洗い可能なマスクとケース

69 会員 ワイケーイー㈱ 電気機械器具製造 携帯用折りたたみ式マイパーテーション 折り畳み時はB4サイズ、広げた時は縦38センチ、横53センチ。抗菌加工を施し、オリジナルの印刷が可能。

70 会員 ワイケーイー㈱ 電気機械器具製造 非接触ドアオープナーキーホルダー エレベーターのボタンやドアノブ等を開ける際の接触面に、抗菌作用がある銅を使用。

71 会員 ワイケーイー㈱ 電気機械器具製造 アクリルパーティション シリコンゴムのストッパーを装着した3サイズ、飲食店のメニューやお薦め商品などの印刷可能。

≪番外編≫

① 大阪大学大学院医学系研究科の中島清一特認教授が考案したフェースシールドの量産化に協力

藤塚精密金型㈱、甲子化学工業㈱、㈱モールドサポート

② 東大阪市の中小メーカー５社が医療用のフェースシールドを共同開発

又永化工㈱・シンワパックス㈱がシールド、㈱クニムネがフレーム、㈱シナガワが長さ調節のベルトを生産、マツダ紙工業が梱包


