
金属加工 19（株）エイトテック
夢やアイデアを形にする精密板金工房

金属加工 15（株）大川歯車製作所
工程集約による高精度な各種歯車

金属加工 13（株）小椋工業
金型部品設備部品向け高精度プレート加工

金属加工 14コムラ産業（株）
そのバネ私たちにおまかせください!!

金属加工 20昭和スプリング（株）
パチッと止めよう「板バネ」で！

金属加工 21（株）モリシタ
中国、タイ、ベトナムで安心の日本品質部品をお届け致します。

金属加工 12（株）新城製作所
ピアスナット&ピアスナットハンディツール

金属加工 22（有）たくみ精密鈑金製作所
この試作屋なぜ人気があるの？それは！

金属加工 17永塚工業（株）
研磨の疑問お聞かせ下さい

金属加工 16冨士精密工業（株）
フォトエッチング加工で精密・微細加工製品を堤供

金属加工 18（有）進功ブラスト工業所
サンドブラストの加工効果

開催場所

マイドーム おおさか
1階 展示ホール

入場
無料

11月27日㊌
2019年

午前10:00
～午後5:00

28日㊍ 午前10:00
～午後4:00

「ビジネスチャンス発掘フェア2019」 主催／ビジネスチャンス発掘フェア事務局主 催 後 援大阪府中小企業団体中央会 全国中小企業団体中央会 同時開催

まいど！大阪ものづくり
展示商談会2019

ものづくり補助金

出展企業一覧（46社）「ものづくり補助金で成果を挙げた企業が集結」

（経済ジャーナリスト） 須田 慎一郎 氏

「いま日本経済に起こっていること
 　　　　　これから起こること」

11/27（水） 10:30~12:00

「補助金で未来を拓くコツ」
11/28（木） 10:30~12:00

二村 康輝 氏二村経営 代表／安城ビジネスコンシェルジュ チーフコーディネーター
一般社団法人XIIコンサルティングファーム 代表理事

出展者プレゼンテーション
企業診断実施

基調講演

特別講演

金属加工 23（株）豊里金属工業
精密板金試作加工は簡易金型・3Dレーザーの豊里金属工業へ！！

金属加工 24成光精密（株）
手のひらサイズの切削加工ならおまかせください

金属加工 27（株）ダイマル鈑金工作所
『困った時のダイマル』として、お客様の要望に応えていきます。

金属加工 26木田精工（株）
遂に誕生　次世代めっき

金属加工 25（株）弥生金属
試作から量産までお任せください。

印刷・紙製品 40大阪シール
自社で工作機械から設計するシュリンクシール製作屋

印刷・紙製品 39（株）ケーエスアイ
企業PR戦略　あなたの大切な想いを聞かせてください

印刷・紙製品 41東洋シール（株）
シ－ル・ラベルのことなら、なんでもご相談ください！

印刷・紙製品 37トキワ印刷（株）
アイトラッキングを活用したデザイン検証、技術伝承 調査のご提案

印刷・紙製品 42緑屋紙工（株）
オーダーメイド封筒、紙パッケージなら「封筒屋どっとこむ」

印刷・紙製品 38（株）レスアンドモア
小ロットでもリーズナブルに短納期でＴシャツプリントいたします

その他製造業 2旭化工（株）
ゴム・樹脂素材を中心にお客様のご要望に応える機能製品を提案

その他製造業 3（有）今村化学　
無停電バイパス工具電気工事改善製品を開発します！

その他製造業 5大阪美錠工業（株）　
様々な材料で、様々な加工をして、オリジナルの飾る、結ぶ、繋ぐを、提供します。但し、手のひらサイズまでとさせてください。

その他製造業 6（株）谷岡ドレス
ユニフォームの企画・製造・販売

その他製造業 4（株）可門プリントラボ
プラスチックの総合提案で御社のアイデアを具現化します。

その他製造業 1（株）ミナコーポレーション
あなただけのオリジナル商品作りませんか？

その他製造業 7（株）源邑光北野刃物製作所
木製・金属・樹脂・ゴム等の成型や加工を得意としています。

プラスチック 29ＮＴフィルム（株）
特殊ポリ袋のパイオニア　ＮＴフィルムの製造技術の紹介！ 

プラスチック 30（株）オカムラ
全世界中にデザイン・美容オーラル製品を展開している企業です。

プラスチック 34（株）協立化工業
樹脂精密加工品をワンストップでご提供致します。

プラスチック 32（株）サンライズ・システム
食品用高耐熱容器の成形用金型の安定供給に向けた生産プロセス革新

プラスチック 35（株）東穂
機能性エラストマー異形押出成形品

プラスチック 31マルイチエクソム（株）
ブロー成形によるプラスチック製品

プラスチック 33（株）ミューパック・オザキ
合掌製袋機の導入による新工法の製品開発と新分野への展開

プラスチック 36（株）ワイメックス
３Dプリンターとスキャナを使用した試作、モノづくりのご提案

機　　械 10（株）システムサポート
流体摩擦型高圧微粒化装置システマイザーミニ

機　　械 11丸昭機械（株）
フォーミングマシンの自動加工プログラム生成ソフトのご案内

素材・化学 9（株）アイテック
高い熱・電気伝導性を持つ多層グラフェン材料とその応用製品

素材・化学 8シャープ化学工業（株）　
三方袋充填機導入による極少量充填システムの開発

食品・くらし 47旭紡績（株）
旭紡績　いとやのタオル

食品・くらし 44（株）ウエノ
泉州タオルの企画・製造・販売

食品・くらし 46（株）銀扇
たい焼最中＆プチたい焼最中

食品・くらし 43（株）西當照明
虫による不安に対処します。粘着式捕虫器トレテーラ

食品・くらし 45仙代テック（株）
ラクサット純水器とボトル不要冷熱サーバーシステム

企業名／出展タイトル 小間番号出展分野 企業名／出展タイトル 小間番号出展分野

企業名／出展タイトル 小間番号出展分野 企業名／出展タイトル 小間番号出展分野
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基調講演 特別講演

出展者プレゼンテーション

アンケート
※必ず各項目１つだけ
　□を付けてください。

□ 設計・開発・研究 □ 資材・購買 □ 生産・製造 □ 営業・宣伝・企画製 造 業

非製造業 □ 商社・代理店 □ その他業種 □ 一般（官公庁・団体・その他）

✄✄✄

ホームページから来場事前登録を！

https://monoseika-matching.jp/
※掲載内容は変更になる場合がります。最新情報は展示会ホームページでご確認ください。

11/27（水） 10:30~12:00
「いま日本経済に起こっていること これから起こること」

1961年、東京生まれ。日本大学経済学部卒。経済紙の記者を経て、フリー・ジャーナリ
ストに。「夕刊フジ」「週刊ポスト」「週刊新潮」などで執筆活動を続けるかたわら、テレビ
朝日「ビートたけしのTVタックル」、読売テレビ「そこまで言って委員会NP」、文化放送
「須田慎一郎のこんなことだった！誰にもわかる経済学」他、テレビ、ラジオの報道番組
等で活躍中。 また、平成19年から24年まで、内閣府、多重債務者対策本部有識者会議
委員を務める。政界、官界、財界での豊富な人脈を基に、数々のスクープを連発している。

  主な連載　 夕刊フジ「金融コンフィデンシャル」／北國新聞「どーなる！？ジャーナル」

  著　　書　 『「階級格差」時代の資産防衛術』イースト新書、2018年6月／『偽装中流 
中間層からこぼれ落ちる人たち』KKベストセラーズ、2016年1月／『国民
を貧困にする重税国家日本』徳間書店、2013年12月／『日本人が大貧民
になる日』青志社、2013年7月／『アベノミクスが激論で解けた！』小学館、
2013年4月／『なぜカリスマ経営者は「犯罪者」にされたのか？』／イースト・
プレス、2019年6月 他多数

▍プロフィール

今、日本経済そして日本社会は、大きな転換点の真っただ中にあると言える。つまり私達の
周囲では、今まで経験したことのないような変化が起こっている。このため、これまでの経験
則や成功体験に頼っていただけでは、これからの時代、成功を収めることは難しいだろう。
ならば、どうすればいいのか。一言で言ってしまえば、変化の本質を掴み、変化への対応力を
つけることに他ならない。
本講演では、いくつかの具体例を挙げながら、今起こっている変化と、私達が近未来に迎える
であろう変化後の世界を説き明かしていく予定だ。

須田 慎一郎 氏（経済ジャーナリスト）

11/28（木） 10:30~12:00
「補助金で未来を拓くコツ」

1979年愛知県生まれ。南山大学経営学部を卒業後、大手信販会社に入社。東京ほか、
全国各地で金融ソリューション営業を歴任。2008年よりUターン転職で生まれ故郷の
商工会議所に入所し、地域の事業者支援に携わる。2015年に愛知県経営指導員
最優秀支援事例賞を受賞。2017年に独立し、自身のコンサルタント事務所二村経営を
設立すると同時に、安城市が運営するビジネス支援機関「安城ビジネスコンシェル
ジュ」のチーフコーディネーターに就任。2019年にはコンサルタントの相互研鑽を
目的とした一般社団法人として設立されたXIIコンサルティングファームの代表理事
に就任した。現在は毎月200件以上の経営相談に応じている。2018年のものづくり
補助金採択率は100％。

  講演実績　 セカイハツはセカイイチ。異業種連携事業のすすめ（日本商工会議所・
名古屋市工業研究所）／申請書を研ぎ澄ませ！ものづくり補助金採択
メソッド（岡崎商工会議所・安城市）／自動車産業のまちで考える新事業
で未来を拓くコツ（愛知県） 他

▍プロフィール

Amazonベストセラーにもなった「ものづくり補助金 最強の採択メソッド」の著者が、
ものづくり補助金採択のコツを余すことなく網羅。補助金獲得ではゴールはなく、
未来を描くためのスタート地点。自社らしく設備を使いこなすことで、オンリーワン
企業を目指すための着眼点を解説します。

二村 康輝 氏 二村経営 代表／安城ビジネスコンシェルジュ チーフコーディネーター
一般社団法人XIIコンサルティングファーム 代表理事

11/27（水） 11/28（木）
13:30~13:45

  A-1　（株）豊里金属工業 
簡易金型を用いた絞り加工と3Dレーザー加工

13:50~14:05
  A-2　（株）新城製作所
加締技術及び異材接合技術

14:10~14:25
  A-3　成光精密（株）
切削技術を活かし、新たな開発案件の取組み

14:30~14:45
  A-4　仙代テック（株）
安全・安心な飲料水は自分で作る時代へ

14:50~15:05
  A-5　（株）西當照明 
加工屋からメーカーへ新しい捕虫器の提案

13:00~13:15
  B-1　（株）オカムラ
オ―ラル製品の新たな市場と可能性

13:20~13:35
  B-2　（株）協立化工業
樹脂精密加工品のことならおまかせ下さい

13:40~13:55
  B-3　（株）東穂
機能性エラストマー異形押出成形品

14:00~14:15
  B-4　（株）アイテック
多層グラフェン製品！iGurafenの紹介

14:20~14:35
  B-5　シャープ化学工業（株） 
極小サイズの三方袋含む多様な充填包装

15:10~15:25
  A-6　大阪シール
当社のシュリンクシール製作の特徴

※発表者は事前の告知から変更になる場合がございますので予めご了承ください。

「企業診断」は、受診いただくことで企業の人材に
関する課題を可視化し、解決に向けた支援へと
おつなぎするアプリです。

※講演およびプレゼンテーションは事前登録制です。当日参加も受け付けますが、満席の場合はご入場いただけない場合がございますので予めご了承ください。

事前登録制 事前登録制
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ご
用
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さ
い
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名 刺
社名・
団体名

部　署 役 職

TEL

FAX
氏　名

所在地

〒

ご登録いただいた情報は、展示会事務局が細心の注意を払って管理
致します。ワークショップや、講演会にご登録頂きますと、実施企業・
講師にも登録情報が提供されることがあります。この情報をもとに
日刊工業新聞社及び関連会社から展示会・セミナー情報などをDMや
e-mailにて皆様にお届けする場合があります。

招待企業（団体）名

ご来場をお待ちしております。

DMやe-mailが不要の
場合は□にチェックして
ください。

■ 不要

「まいど！大阪ものづくり展示商談会2019」 事務局（日刊工業新聞）

〒540‒0031
大阪市中央区北浜東２‒16

TEL 06-6946-3384

e-mail event-osaka@media.nikkan.co.jp
FAX 06-6946-3389

お名刺をお持ちでない方は、下記にご記入ください。
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