
MOBIOでは、高度な技術力を有し、「高品質・低コスト・短納期」など総合力が高く、市場で高い
評価を得ている「大阪のものづくり看板企業」を広くご紹介することを目的に「『大阪のものづくり
看板企業』企画展 in MOBIO 2022」を開催いたします!

開 催
期 間

く

11月2日(水)～11月29日(火)

「大阪の

in MOBIO 2022看板企業」

ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪）

北館２階 常設展示場企画展コーナー

9:00～17:00

企画展

※休館日：土日祝日

26社（裏面:企業名一覧）

「大阪のものづくり看板企業」Meeting in MOBIO 2022
同企画展の開催期間中、｢ 『大阪のものづくり看板企業』Meeting in MOBIO 2022｣を開催いたします。

Meetingでは、第1部に中小企業のブランディング支援をされているエサキヨシノリ氏を講師にセミナー
を実施し、第2部に出展企業によるプレゼンテーション及び名刺交換会を実施いたします。

とき 2022年 11月4日(金) 16:30～
ところ 第1部：MOBIO 北館3階 309号室

第2部：MOBIO 北館2階 常設展示場企画展コーナー

定員 ２０名 ※先着順 参加費 無料
★プログラム

（第1部）16:30～

（第2部）17:45～
19:15～

中小企業・製造業向け「自社ブランディング向上セミナー」
講師：エサキ ヨシノリ 氏（「情熱の学校」情熱ブランディング・プロデューサー）
出展企業によるプレゼンテーション 15社 （裏面：企業一覧の1～15）
名刺交換会

申込
FAX:06-6748-1062
Webサイトからもお申込みいただけます。https://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail/004283.html

※開催時に「企業・団体名」「氏名」「参加者PR」を記載した参加者名簿を配布します。
※ご記入いただいた個人情報は、本イベントの目的及びイベント情報の提供並びに今後の調査のために使用し、他の目的には使用しません。

MOBIOは大阪府・（公財）大阪産業局で運営しています。
※中止・延期する場合があります。

企業・団体名（ふりがな） 部署・役職（肩書） 氏名（ふりがな）

住所〒 電話番号（FAX番号）

E-mail 名刺交換会(□参加・□不参加)
※是非ご参加ください！

プレゼン企業（裏面1～15）の中で関心がある企業

参加者PR ※30字程度でご記入ください。当日プレゼン時に配付する参加者名簿に記載します。参加者または企業の紹介や、プレゼンに参加する際期待しているこ
となどを記入してください。名簿に記載を希望されない方は空白で結構です。

★お申込み欄 参加ご希望の方は氏名、企業・団体名等をご記入のうえ、FAXでお送りください。

場 所

出 展
企 業

問合先 大阪府商工労働部中小企業支援室 ものづくり支援課 販路開拓支援グループ
TEL : 06-6748-1066 E-mail : hanrokaitaku@gbox.pref.osaka.lg.jp



開 催
期 間

11月2日(水)～11月29日(火) ＭＯＢＩＯ北館２階
常設展示場企画展コーナー9:00～17:00 ※休館日：土日祝日

場 所

「大阪のものづくり看板企業」企画展 in MOBIO 2022

分野
企業名 業種・展示物ＰＲ 優良企業賞等

受賞年度
(市町村)

１
繊維

株式会社かじ新 布＆軽家具 プチリニューアル
令和4年度

(泉佐野市) 座面・背面がカバーリングできる椅子「イスエース」

２ 加工・処理 福地金属株式会社
鉄は冷たい間に鍛て!!（小ロット、短納期、多品種ご相談ください）

平成24年度
(大阪市) 冷間鍛造で加工したギヤ、スプライン等、是非ご覧ください

３
部品・部材

新幹工業株式会社
電力インフラ用資機材・工具の製造販売

令和4年度(大阪市) 初心者でも使える安全・品質確保の電線皮剥ぎ器など

４ 加工・処理 株式会社謙徳
Factry of Dream 夢をつくる工場 各種板金加工

令和4年度(八尾市) 新商品フライパンスタンドの紹介 場所を取らずにすっきり置ける！

５
加工・処理

ノースヒルズ溶接工業株式会社
超高真空装置及びＴＩＧ溶接、レーザ溶接、ロウ付けの精密加工

令和4年度(東大阪市) ＴＩＧ溶接、レーザ溶接など溶接に関することなら是非ご相談を！

６ 加工・処理 日本スリッター工業株式会社
フィルム・シートのスリット委託加工

令和4年度
(高槻市) 医薬品、衛生材、電材から建材、土木に至る多くの業界で活躍中

７ 機械・装置 株式会社ワイズ・ラブ
大阪府・堺市にてＩｏＴシステムの開発・販売を行う会社です。

平成26年度
※システム開発(堺市) ＲＦＩＤを活用した位置管理システムで在庫管理や棚卸を効率化！

８ 機械・装置 株式会社キンダイ
キンダイは「近代的な技術」で世界を変えていく

令和4年度
(泉佐野市) 日本初で開発されたキンダイ製品は様々な業界で使われています。

９ 部品・部材 株式会社Ring
金属プレス・プラスチック成形金型の設計・製造と、その製品生産

令和3年度
(八尾市) 金型部品、順送プレス・樹脂成形製品 インサート成形・組立含む

10 部品・部材 トワロン株式会社
合成樹脂被覆鉄線メーカー。コンセプトは「錆びない強さ」

平成22年度
(堺市) 過酷な環境下でも錆びない、アイオノマー樹脂被覆鉄線「ｉＲ」

11 部品・部材 株式会社河辺商会
プラスチック射出成形品の製造・販売

令和元年度
(堺市) 材着成形品とその技術開発及び自社商品

12 生活関連等 株式会社リゲッタ
快適な『履き心地』と『歩き心地』を実現させるための靴づくり

令和4年度
(大阪市) リゲッタの核、機能性がつまったインソールとアウトソール

13 生活関連等 常磐精工株式会社
公共施設向けの看板やディスプレイ什器の製造・販売

令和3年度(堺市) 緊急時ストレッチャーに変形できる看板「救護器具兼用看板」

14 生活関連等 クルン株式会社
歯ブラシ製造業

平成28年度
(大阪市) ゴシゴシからクルクルへ １００年寿命に対応する歯ブラシ

15 生活関連等 株式会社木彫前田工房
木彫刻・木製品の製造・販売

令和4年度(大阪市) 使えるアートで生活に彩りを だんじり彫刻を身近に感じる

16 電子・光学 有限会社ケイツー電子工業
様々な無線応用機器の設計・開発を行っています

平成28年度
(高槻市) 工作機械に簡単に後付けできる９２０ＭＨｚ帯ＩｏＴ無線センサ

17 部品・部材 河陽電線株式会社
生活に欠かせない電線の製造から加工まで、ニーズにお応えします

令和4年度(大東市) 埋設管管理の探査性能を大幅にアップしたロケナビワイヤー

18 部品・部材 株式会社サンアイ
各種レーザー切断・曲げ加工及び各種鋼材販売業

令和4年度
(東大阪市) 立体駐車場構造金具及び太陽光パネル支持金具製造

19 部品・部材 昭和スプリング株式会社
弊社は板バネをはじめとした薄板の金属プレスメーカーです

平成22年度(富田林市) 直尺用クリップとパイプをワンタッチジョイントできる板バネです

20 生活関連等 株式会社新宿屋
爬虫類の革を使用した手づくりの婦人靴、製造販売

令和3年度
(大阪市) 爬虫類の革を使用した手づくりの婦人靴

21 部品・部材 有限会社電研
アルマイト-美観に特化したアルマイト屋です-

令和3年度(大阪市) スプラッシュアルマイトなどのデザイン性高いアルマイト事例

22 加工・処理 中橋製作所
真鍮、砲金の複合旋盤加工 鋳物、異形物も加工します

令和4年度
(東大阪市) 船舶用品、水道用品、エルボ、バルブ等、真鍮、砲金製品の加工

23 生活関連等 日本度器株式会社
大阪府泉南市の巻尺製造会社です

平成24年度(大阪市) Ｖベルトの品番を選定するためのメジャーを製作しました。

24 印刷 野崎工業株式会社
未来に向けて たゆむことなく いまをカタチに

令和4年度
(大東市) 偽造防止印刷と環境関連製品

25 部品・部材 扶桑精工株式会社
ガラスびん用金型・プラスチック用金型の設計製造販売

令和4年度
(茨木市) 生産効率アップ！アラッタくんで冷却回路を簡単に洗浄！

26 加工・処理 株式会社レイホー製作所
耐熱３０００℃のカーボン材を、高精度加工で、全産業に提供！

令和4年度
(摂津市) カーボンの特⾧（耐熱・耐薬・導電・潤滑・純度）全シーン可！

出展企業一覧
※11／４(金)のプレゼンテーションには、１～15の企業が参加します。(プレゼン順）
※16～26の企業は企画展への出展のみです。（５０音順）


