市制施行 50 周年／商工会議所創立 80 周年

記念誌

歯ブラシから人工衛星までこれからも世界に誇るオンリーワンの技術たち

モノづくりのまち

［東大阪］
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発刊にあたり

昭和４２年に布施市、河内市、枚岡市の３市合併により誕生した東大阪市は
平成２９年２月に市制施行５０周年という大きな節目を迎えました。
本市には最先端技術をはじめ、幅広い技術を持った中小企業が集積しており、
「モノづくりのまち」として全国に名を馳せています。
その歴史は江戸時代までさかのぼり、木綿業・伸線業・鋳物業から発達し、
高度経済成長期には工業都市大阪の受け皿として発展してきました。
本市の製造業は、小規模事業所が約９割を占めていますが、集積メリットを活
かし、多品種・小ロット生産・短納期を得意としています。また、その企業同士が
有機的なネットワークとフレキシブルな企業間取引により、技術力を深化させ需要
に柔軟に対応することで本市の、ひいては日本のモノづくりを支えてきました。
しかし、戦後の高度成長期を経てバブル崩壊、リーマンショックなど、モノづくり
を取り巻く環境は大きく変化してきました。さらに、昨今、ＩｏＴやＡＩなどに代表
される第四次産業革命により、社会構造の革新的な変化が想定され、生産環境
についても大きな転機を迎えつつあります。今後、従来とは別次元の生産体制や
効率化が要求され、予想もつかない変化への対応が求められる時代に、本市が
モノづくりのまちであり続けるためには、これまで以上に、新しい視点と発想で
地域産業のあり方を見つめ直すことが必須であります。
今後とも、技術力と想像力あふれる「モノづくりのまち東大阪」の企業について
ご理 解いただくとともに、本冊子を今後の取引や事業展開等、ビジネス発展の
きっかけにご活用いただくことを祈念しております。
平成30年1月

東大阪市長

野田
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義和

全国有数の工業都市として知られる東大阪には、多様な産業を礎とした企業間
ネットワークがあります。この特徴を活かした最先端技術を有する企業や日常生
活に欠かせない製品を手掛ける多種多様な製造業が集積しています。その中には
幅広い技術力や開発力の高さはもちろんのこと、全国的に高いシェアを保有する
企業、自社ブランドの製品を持つ企業も多く、国内外から厚い信頼が寄せられて
います。
このモノづくりのまちで、東大阪商工会議所は昭和12年に前身の布施商工会
議所が設立されて80周年を迎えました。そして布施商工会議所、河内市商工会、
枚岡市商工会の合併により、現名称に改称してから半世紀を迎えました。この80
年、経済成長期もありましたが、一方で石油ショックやリーマンショックなど、幾
度かの経済危機も乗り越えながら、地域産業の繁栄と共に歩んでまいりました。
しかしながら、情報化や国際化の進展などで地域産業を取り巻く環境はめまぐ
るしく変化し、これからの5年は過去の数十年に匹敵するともいわれています。本
商工会議所としては集積メリットによる水平分業システムの特長を活かし、多様
化する市場ニーズに応えられるよう、引き続き“モノづくり”を支援してまいるととも
に、人手不足や事業承継などの喫緊の課題に対し取り組みを急がなければならな
いと考えております。
本冊子の発刊が契機となって、掲載された企業の魅力やリーディングカンパニー
としての強みを再認識していただくとともに、国内のみならず、海外にも広く周知
されるきっかけになれば幸いです。
平成30年1月

東大阪商工会議所 会頭

嶋田

亘
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年表で振り返る東大阪の産業と商工会議所の取組
1937年
（昭和12年)12月

布施商工会議所設立認可下りる

1938年
（昭和13年）11月

商工業優良従業員表彰実施

1939年
（昭和14年） 8月

布施市工業誘致懇談会開催

1940年
（昭和15年） 6月

工業所有権制度改正について建議

1941年
（昭和16年） 9月

布施市小売商業経営調査実施

1942年
（昭和17年） 2月

経済道義昂揚市民大会開催

1943年
（昭和18年） 7月

布施実業協会発足

9月

布施商工会議所解散

1944年
（昭和19年） 3月

大阪府商工経済会布施出張所設置

1945年
（昭和20年） 9月

布施実業協会を中心に再建の動き

1946年
（昭和21年）10月 （社）布施商工会議所設立認可される
1947年（昭和22年） 4月

松下幸之助氏招き講演会開催

1948年（昭和23年）12月

布施市電話統一促進会を発足

1949年（昭和24年） 4月

商工相談所を開設

1950年（昭和25年） 8月

機関誌「布施商工会議所」会報として復刊

1951年
（昭和26年） 7月

原産地証明の業務開始

1952年
（昭和27年） 5月

商工業優良従業員表彰実施

1953年
（昭和28年） 3月

集合時間励行運動を展開

布施商工会議所・河内市商工会・枚岡

5月

東大阪商工会議所への改称認可下りる

1968年
（昭和43年） 3月

東大阪経済統計年報発行

1969年
（昭和44年） 7月

東大阪市の人口が50万人を超える

11月 「伸びゆく東大阪の物産と観光展」開催
1970年
（昭和45年） 3月
11月

府道築港枚岡線が開通
輸出促進商談会開催

1971年
（昭和46年）7・9月

産業公害相談室、円・ドル問題相談室設置

1972年
（昭和47年） 2月

第1回東大阪産業経済資料図書展開催

12月
1973年
（昭和48年） 3月

郷土博物館が完成
円変動相場制移行に伴う中小企業対策

		 を通産大臣、大蔵大臣等に要望
1974年
（昭和49年） 1月
10月
1975年
（昭和50年） 8月
11月
1976年
（昭和51年） 3月
10月

水道局庁舎が完成
事業所税創設について反対要望
不況対策として「総合相談窓口」を開設
第1回市民会議を開催
近畿自動車道が東大阪市まで開通
公害健康被害補償法地域指定反対を

1954年
（昭和29年） 7月

特定商工業者法定台帳作成開始

		 要望

1955年
（昭和30年）4・6月

和文・英文タイプ技能検定試験実施

1977年
（昭和52年） 6月

1956年
（昭和31年） 6月

特設街頭「商工相談所」実施

1957年
（昭和32年） 5月

城東貨物線客車運行を国鉄、運輸大臣に要望

1958年
（昭和33年） 7月

業界情報を創刊

5月

第1回市民ふれあい祭りを開催

1959年
（昭和34年） 9月

求人に関する調査実施

9月

友好親善訪中団派遣

1960年
（昭和35年） 4月

貿易自由化の影響調査実施

1979年
（昭和54年） 5月

稲田市太郎氏名誉議員第1号に選任

1961年
（昭和36年） 8月

求人開拓のため初の九州PR実施

1980年
（昭和55年） 5月

倒産防止相談室を設置、商工調停士を

1962年（昭和37年） 4月

大阪国際見本市に共同出品（会議所・

		 市・貿振）
1963年
（昭和38年） 6月

大阪中央環状線道路の早期完成を要望

1964年
（昭和39年） 2月

戦後第一回海外視察会（東南アジア）実施

1965年
（昭和40年） 3月

不況による中小企業保護策を政府に 要望

1966年
（昭和41年）12月

中小企業倒産防止特別相談所開設

1967年
（昭和42年） 2月

布施・河内・枚岡の3市が合併、東大阪

		 市が誕生

4

3月

		 市商工会合併調印式

11月
1978年
（昭和53年） 4月

近鉄布施駅周辺の高架化工事が完了
円高対策会議設け初会合
倒産防止共済制度受付開始

		 置く
1981年
（昭和56年） 8月

後継経営者研究会（現 青年経営研究

		 会）発足
1982年
（昭和57年） 2月

第1回東大阪地場産業見本市開催

1983年
（昭和58年） 4月

枚岡・布施保健所が府から移管され東・

		 西保健所となる
7月
1984年
（昭和59年） 5月

異業種交流に関する調査実施
消費生活センター・中小企業指導セン

		 ターがオープン

： 東大阪商工会議所発行「80年の略史」から引用
： 東大阪市発行「東大阪市勢要覧2017」から引用

6月

異業種交流グループ「テクノミックス

		 プラザ」設立
1985年
（昭和60年） 3月
11月
1986年
（昭和61年） 7月
10月
1987年
（昭和62年） 2月
11月

地域防災計画を策定
地元大学との産学交流事務局会議設置
地元5大学との就職懇談会開催
長田~生駒間を結ぶ近鉄東大阪線が開通
市制施行20周年記念式典を開催
下請取引適正化特別相談室設置

1988年
（昭和63年） 9月

第1回東大阪産業展開催

1989年
（平成元年）3・6月

消費税に関するアンケート調査

1990年
（平成2年） 9月 「地域経済白書」第1号を発刊
1991年
（平成3年） 2月
4月
1992年
（平成4年） 2月
6月
1993年
（平成5年） 4月

新基本計画第1次実施計画を策定
東大阪女性経営研究会発足
機関誌発刊500号記念フォトコンテスト
花園図書館がオープン
7か所の行政サービスセンターで窓口

		 業務がスタート
9月

不況下における中小企業への金融支援

		 の要望
1994年
（平成6年） 9月 「もうかりメッセ東大阪」発刊
1995年
（平成7年） 3月

快適モデル工場街構想を策定

4月

総合体育館「東大阪アリーナ」がオープン

1996年
（平成8年） 3月

2月に亡くなった司馬遼太郎氏に名誉

		 市民の称号を贈る
10月
1997年
（平成9年） 4月
5月
1998年
（平成10年） 5月
10月

ものづくりネットワークシステム構築
第二阪奈有料道路が開通
第1回中小企業都市サミット開催
市立総合病院がオープン
モノづくり大賞創設

1999年
（平成11年） 4月

大学等技術連携協議会設置

2000年
（平成12年） 7月

モノづくり創業支援委員会設立

2001年
（平成13年） 6月

市域製造業の海外進出に関する調査

11月
2002年
（平成14年）6・7月

司馬遼太郎記念館がオープン
新産業創出3研究会設立

2003年
（平成15年） 3月
4月
2004年
（平成16年） 2月
2月
2005年
（平成17年） 4月
10月
2006年
（平成18年） 4月
8月
2007年
（平成19年） 2月
4月
2008年
（平成20年） 3月
8月
2009年
（平成21年） 1月

総合庁舎が竣工
受発注ネット開設
もうかりメッセ東大阪in東京開催
塩川正十郎氏に名誉市民の称号を贈る
中核市に移行
事業承継特別相談室設置
全国初の「消費者憲章」を制定
北欧・ロシア産業視察
市制施行40周年記念式典を開催
翻訳サポートセンター設置
JRおおさか東線が開通
おおさか地域創造ファンド実施
人工衛星まいど1号打ち上げ成功

10月

歌手の中村美津子さんを観光大使に任命

2010年
（平成22年） 5月

近鉄奈良線奈良方面行き高架化工事が完成

10月

第1回東大阪物産フェア開催

2011年
（平成23年） 9月

ご当地ナンバープレート交付開始

12月

震災被災事業所に遊休機械を提供

2012年
（平成24年） 2月

新製品・新技術大展示会 東大阪物産展

		 in東京開催
10月
2013年
（平成25年） 7月
9月
2014年
（平成26年） 2月
9月

東大阪産業フェア開催
山中伸弥氏に名誉市民の称号を贈る
東大阪商業フェスタ開催
首都圏企業との成長分野研究交流会
近鉄奈良線 八戸ノ里~瓢箪山間高架

		 化工事が完成
2015年
（平成27年） 3月

ラグビーワールドカップ2019日本大

		 会の試合会場に花園ラグビー場選出
8月

モノづくりのまち東大阪雇用対策協定締結

2016年
（平成28年） 2月

首都圏企業との生産技術や生産財に関

		 わる交流会開催
8月

井山裕太氏に名誉市民の称号を贈る

2017年
（平成29年） 2月

東大阪市制施行50周年記念式典を挙行

10月

東大阪商工会議所創立80周年記念式典を挙行
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写真で振り返る東大阪の発展のあゆみ
東大阪JCTの移り変わり

1986年11月 撮影 （ ）

1976年3月 近畿自動車道東大阪市まで開通（ ）

1966年撮影 （ ）

近鉄布施駅南口の移り変わり

地下鉄中央線
深江橋～長田間開通（ ）

19

19

19
1967年2月 3市が合併して東大阪市誕生（ ）

6

1985年4月

80

1970年3月 府道築港枚岡線開通（ ）

70

布施商工会議所設立総会（ ）

60

1946年

1986年10月

1985年5月撮影（ ）

近鉄東大阪線
長田～生駒間開通（ ）

： 東大阪商工会議所からの寄贈写真
： 東大阪市からの寄贈写真

2018年1月撮影

1988年9月 第1回東大阪産業展（ ）

20

20
2015年3月

18

2009年1月 人工衛星まいど１号打ち上げ成功（ ）

10

第1回全国中小企業都市
サミット開催（ ）

00

1997年5月

20

19

90

1997年4月 第二阪奈有料道路開通（ ）

2019ラグビーワールドカップ花園決定（ ）

2018年1月撮影
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データで見る東大阪
■

面積・位置

■
61.78km2

面積
最東 山手町

東経 135°33’35″

最南 大蓮東四丁目

北緯

最北 加納六丁目

945

■

（ha）

総数

6178.0

100.0

市街地

4062.7

65.8

一般市街地

2629.7

42.6

商業業務地

428.5

6.9

工業地

1004.5

16.3

集落地

─

─

普通緑地

427.6

6.9

公園・運動場・遊園地

178.4

2.9

社寺敷地・公開庭園

24.7

0.4

学校

211.7

3.4

墓地

12.8

0.2

農地

220.3

3.6

田

134.8

2.2

畑

85.5

山林
水面

水道
ごみ
処理量

8

13,195

50～54

20,251

16,023

45～49

20,044

40～44

19,781

35～39

14,956

14,527

30～34

13,565
12,982

25～29

13,188

20～24

12,851

15～19

12,899
12,422
12,966
12,405

10～14

11,084
10,021

5～9

9,190

0～4

10,599
9,712
8,792

注）住民基本台帳法の改正（平成 24 年 7 月 9 日施行）により住民基本台帳人口に外国人を含む。

■

人口・世帯数・の推移（各年 10 月 1 日現在）
年

人口

世帯数

29,065

28,602

12,210

昭和 5 年

102,889

52,436

50,453

22,989

15 年

193,050

98,946

94,104

42,112

25 年

230,861

113,560

117,301

52,711

35 年

318,001

160,781

157,220

76,535

45 年

500,173

253,725

246,448

145,950

1.4

55 年

521,558

261,810

259,748

170,672

1060.9

17.2

平成 2 年

518,319

257,262

261,057

181,248

46.1

0.7

12 年

515,094

254,331

260,763

203,392

22 年

509,533

249,964

259,569

217,762

27 年

502,784

246,053

256,731

223,485

85.4

1.4

249.1

4.0

25.9

0.4

転出

1人1日
0.32m2

資料：東大阪市勢要覧 2017

55～59

21,306
13,943

57,667

1 日に

519.5 トン

17,366

大正 9 年

世帯
人口

1 日に

15,809

女

1km2 当たり
8,080.2 人

44.2 人

13,440

構成比（％）

※大正 9 年から昭和 35 年までの人口は、合併前の旧市町村の区域の合計値であり、一部境界変更による調整
はしていない。

※平成 28 年版東大阪市統計書による

転入

11,459

男

荒地・その他空地

人口
密度

6,247

総数

公共施設
道路・鉄道

60～64

20,884

土地利用状況（平成 27 年 10 月 1 日現在）

区分

13,500
16,511

※平成 27 年国勢調査結果（確報値）

2,947

85～59

65～69

19,446

223,485 世帯

世帯数

90～94

女

891

70～74

14,552

502,784 人

95～99

75～79

12,617

人口・世帯数（平成 27 年 10 月 1 日現在）

100 歳以上 178

80～84

7,868

34°42’04″

人口総数

166
3,201

34°37’44″

北緯

16

男

東経 135°40’54″

最西 足代一丁目

■

年齢男女別人口構成（平成 28 年 9 月 30 日現在）

1 世帯当たり

出生

1 日に
9.6 人

死亡

1 日に

結婚

1 日に
6.6 組

離婚

1 日に
3.1 組

交通
事故

1 日に
7.0 件

火災

1 日に

消防
隊員

1,000.4 人

救急車
出動数

1 日に

市職員

市税

市民 1 人当たり

2.23 人

44.2 人

80.1 件

0.39 件
市民

143.4 人
に1人

1 日に

13.9 人

市民

に1人

150,011 円

東大阪市

可住地面積に対する

１

工場密度全国

122.2

大阪市

81.9

大田区

77.4

川口市

位

京都市

可住地面積1km2あたりの事業所数
平成26年経済センサス基礎調査による
事業所数4,000以上の都市で比較
※「統計でみる市区町村のすがた2016」
による可住地面積を用いて算出

37.8

名古屋市

34.5

横浜市

17.1
0

■

全国主要都市別事業所密度

67.9

規模別構成
（東大阪市）

20

40

60

80

100

30人以上

5.2%

3.9%

10～19人

5～9人

14.6%

その他 15 業種

0人

10.1%

（派遣従業者のみ）

事業所数

28.3%

26,079

金属製品

21.2%

26.8%

鉄鋼業

3.3%

事業所数

パルプ・紙

6,321

3.5％

生産用機械器具

電気機械

14.0%

4.0%

1～4人

37.9%

プラスチック製品

その他の製造業

4.8%

はん用機械器具

10.0%

5.7％

印刷・同関連企業

資料：平成26年経済センサス基礎調査

6.7%

資料：平成26年経済センサス基礎調査

製品出荷額等の推移
（東大阪市）

■

（円）

新規求人者数の推移（東大阪市・八尾市）

（人）

105,000,000
102,500,000

140

業種構成（東大阪市）※製造業のみ

■

20～29人

■

120

103,326,234
100,917,593

100,400,854

60,000
48,571

50,000

100,000,000

49,777

53,210

43,377
39,518

40,000

97,500,000

36,015
31,761

95,000,000

30,000

92,500,000

20,000

90,000,000

10,000

0
資料：経産省

平成
24年
工業統計調査

平成
25年

平成
26年

0

平成
22年

平成
23年

平成
24年

平成
25年

平成
26年

平成
27年

平成
28年

資料：布施公共職業安定所調
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金属製品製造業

■この技術・製品が優れています

溶接金網
極細物と汎用品の２本柱で展開
当社は溶接工法による金網の専業メーカーです。国内に流通す
網目が丈夫な溶接金網

る溶接金網の線径は0.7mm〜6.0mm。その全線径の製造を自
社で行い、標準的に在庫を保有しています。常に業界平均の約4
倍の157種類の製品の在庫があり、即納体制を整えています。ま
たファインメッシュ（線径0.7mm〜2.0mm）を製造する日本でも
数少ない企業です。なかには当社しか製造をしていない品種も多
くあり、建築資材をはじめ、装飾や食品関係、獣害対策など幅
広い用途に対応しています。織物式の金網とは違い、溶接式は網
目がずれず、形状維持、強度保有などの利点も多いです。こうし
た即納体制を整えながら、2011年に半自動溶接機を導入。特注
品の加工能力を強化し、納期を従来の半分の1週間程度に短縮し
ました。2016年には同業他社の廃業に伴い、汎用品の事業強化

溶接金網スカイツリー

と伸線工程に着手。汎用品の70%を伸線から内製する体制とな
り、順調に事業を拡大し続けています。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

「大阪ものづくり優良企業賞２０１６」を受賞

当社は1963年12月に創業し今年で55年目を迎えます。創業

時から「たとえコンクリートに埋まってしまう金網でも、少しでも
需要が拡大している獣害対策金網

を社名にし、東大阪で金網の製造販売を続けております。幅広
い商品群を認められ「大阪ものづくり優良企業賞2016」を受賞

Data

しました。そして、変化する素材としての魅力をアピールし用途を

代表者
本社
代表番号

10

きれいな四角形の製品を製造しよう」という想いで、
「#（イゲタ）」

代表取締役

森

崇倫

〒 577-0044
東大阪市西堤学園町 1-8-9
T E L. 06-6789-3661
FAX. 06-6789-3673

資本金

10 百万円

社員数

43 人

URL

http://www.igeta-kanaami.co.jp/

設立

1963 年

拡大するため、豊富な種類の金網を駆使して約3mの東京スカイ
ツリー®を製作。これは日本全国の企業や施設に無料で貸出して
います。東大阪市はモノづくりの街。その中の1社として、これか
らも東大阪市を本拠地として地域との共存に努め、環境保全と
社会貢献を通じて、持続的に発展する企業を目指します。

金属製品製造業

■この技術・製品が優れています

クリエイティブな発想で
「きらり快適モノづくり」
SKBは創業以来＜カラクリ＝機構設計＞の開発をしてきました。
大手メーカーにも解けない難問に挑戦し、不可能と思われる動作
個性豊かな技術者集団

や、機能を実現することに大きな誇りと喜びを感じる技術集団で
あり、ひらめきを大切にする機構設計は、業界内外から高い評価
を得ています。
住宅関連をはじめ、自動車・鉄道車両・OA機器関連など様々
な分野の機能部品を手がけており、日々のくらしに快適と安心を
提供することが使命です。
自社ブランド製品も手がけており、高齢者施設・住宅向けの半
自動引戸レールユニットのRoomCloserシリーズは、高品質で快

RoomCloser 高齢者施設使用例

適なユニットとして市場に浸透しています。
デザイナーと建築家とのコラボレーションによる「kuuki」は空
気のように生活空間になじむ、くらしの快適に必要な「あたりまえ
のカナモノ」をコンセプトに商品展開しています。

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて
オリジナルブランド kuuki

特殊技術を有する企業による
「モノづくり企業グループ」
SKBを中心に結束し、研修会・見学会・モノづくりを通して、

公式キャラクター「ぱるち」

Data
代表者
本社

代表取締役社長

伊藤

博之

〒 577-0032
東大阪市御厨 1-5-3

東京開発
センター

〒 162-0044
東京都新宿区喜久井町 2

代表番号

T E L. 06-6788-1517
FAX. 06-6788-1546

技術交流や従業員の親睦を図っています。
これにより円滑でシームレスなコミュニケーションが生まれ、
ハイクオリティかつ創造的な開発を行ってきました。活動を通し
て、
「専門知識を深める」
「観て物の価値観を学ぶ」
「触れて体験
し物の存在感を知る」などの点で多くを学び、その技量は諸会
員の頭脳の中に備わっています。
それらをモノづくりに反映させて世に送り出し、社会の発展に

資本金

80 百万円

尽くし、そのために得た利益そしてノウハウをいろいろな形で社

社員数

91 人

会に還元していくことで存在価値を示すことができていると感じ

URL

http://www.skb-net.co.jp

設立

1971 年

ています。
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株式会社 エストロラボ
■この技術・製品が優れています

女性活躍町工場！金属に小さな穴をあけます！
＊細穴放電加工＊
金属に穴をあける会社です。
エアー穴、水穴、油穴、ノズル穴、噴射穴、
ワイヤーカットの下穴など直径3㎜以下の穴加工を得意とする細穴
放電加工専門店として2006年に創業しました。貫通穴だけでなく、

傾斜穴サンプル

傾斜穴、止まり穴（底付穴）にも対応できます。折れてしまったドリル
やリーマを溶かすことも出来ます。穴あけに困ったらぜひ「細穴屋」
にお問い合わせください。 ※「細穴屋」は当社の屋号です。
＊女性活躍企業＊
エストロラボは女性が働き繋ぎやすい会社を目指して女性3人で
創業しました。子育てしながらも働き続けられる仕組みを構築して
います。現在は男性社員も働いており、男女ともに長くやりがい
を持って働き続けられる環境づくりを続けています。
＊ESTRO ROBOT エストロロボ＊
細穴放電加工を使った身長3㎝のロボット型チャーム。当社初の
白い壁の明るい工場内

自社商品として女性社員の発案で誕生しました。目、胴、足に
なるパーツに７箇所穴をあけ、ビーズと一緒に組み立てています。
完成品と組 立てキットをオンラインショップで販売しています。
http://estrorobots.thebase.in/
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

モノづくりの町 東大阪で創業して
モノづくりの町と呼ばれる東大阪で創業して十数年。創業3年目
ロボ型チャーム『エストロロボ』

Data

社長さんたちにたくさんのことを教わり、助けてもらってここまで

代表者

代表取締役 東山 香子

本社

〒 577-0024
東大阪市荒本西 4-2-25

代表番号

12

にリーマンショックがあり大変な思いをしました。近隣の町工場の

T E L. 06-6781-6679
FAX. 06-6781-6697

資本金

8.8 百万円

社員数

11 人

URL

http://estrolabo.com/

設立

2006 年

きました。
人情味あふれる東大阪、技術のある工場が多い東大阪で創業
したからこそ、いまのエストロラボが存在します。モノづくりの町と
して誇れる技術をより一層磨き、モノづくりといえば 東大阪!と
言われるのと同じように、穴といえばエストロラボ!と言われるように
技術と知名度を上げていく所存です。お客様と従業員の満足度を
上げる取り組みを進めながら、これからますます多様化する働き方
に柔軟に対応できる町工場を実現したいと思います。

金属製品製造業

株式会社

大阪工作所

■この技術・製品が優れています

笑顔につながるモノづくり
“困ったときは大阪工作所にご相談ください”
創業以来、工作機械部品や冶具などを製作しています。高い加工
精度が評価され、航空機部品の製造では2006年に川崎重工業の
指定工場に。中型〜大型の加工を得意とし、多品種少量生産も当
若手社員の相談を受ける川田取締役（左）

社の特徴です。取締役製造部部長の川田洋平がご説明いたします。
―1μmの加工精度と納期を守る
他社が敬遠するような難しい依頼を多くいただきます。信頼に応え
ることで新しい仕事にもつながっております。
―社員の4割が30代以下
ベテラン社員が徹底した技術教育を行います。若手社員が質問しや
すいように、我々も余裕をもって作業するように心掛けています。
―当面の目標は機械の稼働率を上げる
夜間の無人操業を計画しています。仕事の依頼、設備、人員を増

大型の門型マシニングセンター

やすと同時に社員の意識改革が必要。各自の仕事の段取りを重視
し、作業効率を上げるところから始めます。
部品加工でお困りの際は大阪工作所にご相談下さい。
冶具や機械装置の設計製作も承っております。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

作るコトは、育てるコト
高い加工精度を追求したモノづくりを続ける傍ら、学生の工場
5 軸加工機で試作品を加工中

見学やインターンシップを積極的に受け入れています。
―東大阪は隣近所“ヨコ”のつながりが強い

Data

他の街よりも企業数が多く、業種も幅広い。自社にはない設備

代表者

代表取締役社長 赤松 則秀
取締役製造部部長 川田 洋平

本社

〒 578-0985
東大阪市中野南１-34

代表番号

T E L. 072-962-1515
FAX. 072-964-8634

や難しい加工が必要な時はお互いに助けあって、良いもの（製品）
を作っている。これが“東大阪”ブランドのいいところ。
―作るコトは、育てるコト
モノづくりの楽しさと中小企業の良さを若い世代に伝えたい。見

資本金

68 百万円

学後の質疑応答は若手社員が対応。社員教育にもつながるほか、

社員数

26 人

学生も若手社員と対話することで、中小企業への印象が良くなっ

URL

http://www.osaka-kousaku.co.jp/

設立

1939 年

ている。この経験を将来の仕事にぜひ活かしてもらいたい。東
大阪ブランドにとってもプラスになります。
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株式会社 オーティス
■この技術・製品が優れています

雨とい受金具の国内トップシェア製品
を保有するメーカー
住宅用受金具と吊金具:美しさ・施工効率・大衆性にすぐれています

「新しい時代へ向けて、新技術でおもしろく。」をモットーに
いつも若々しく、新しく、前向きに未来を見つめる企業です。
受注型企業から提案型企業を目指し、外装のトータルプラン
ナーとして、住宅スタイルや街並み景観とのコーディネートを
重視し、常に業界をリードしてきました。主力の雨とい受金具

ステンレス雨とい

では約3000種におよぶ製品を製造。時代とともに変わりゆく
住宅建築物に合わせ新製品を開発し、その高度な加工技術と豊
富な経験で多くのお客様から厚い信頼を得てきました。
お客様のあらゆるニーズに応え、多品種少量生産が可能な体
制を整えています。全行程を一貫して行える最大規模の見附工
場、河内工場をはじめ、データに基づく生産計画に従い、計画
的な生産をしています。
みずみずしく、のびのびした社風が新しい事業分野を切り拓

本社 外観

く推進力となり、社員1人1人が持つ夢と可能性を大切に、よ
りよい明日の暮らしを積極的に提案することで、社会のお役に
立ちたい。それがオーティスの企業姿勢です。

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

河内工場 外観

東大阪市50周年、東大阪商工会議所80周年を迎えられ大変

Data

おめでとうございます。1987年に東大阪市に本社を移転し、モ

代表者
本社
代表番号

14

オーティスブランドを
東大阪から全国に

代表取締役

松本

英明

〒 578-0955
東大阪市横枕南 5-3
T E L.072-966-1908
FAX.072-966-2901

資本金

20.5 百万円

社員数

連結 :200 人 単体 :85 人

URL

http://www.otis-web.co.jp/

設立

1949 年

ノづくりの街で技術と経験を磨いてきました。現在、住宅用はも
ちろんビルや公共施設、ハイグレード製品のほか、特注品とし
て、国の重要文化財である神社仏閣に対応する製品を製作する
ことも珍しくありません。2019年には当社も設立70周年を迎え
ます。雨といの取付金具国内トップシェアを誇るメーカーとして、
今後もオーティスブランドを東大阪から全国に発信していきます。

金属製品製造業

株式会社 関西電工
■この技術・製品が優れています

顧客の要望に近い体制を
めっきと検査を柱に成長

自動車部品や電子機器部品などに採用される製品の表面処理

(電気亜鉛めっき)を得意としています。 表面処理は最終工程にあ
外観

たりますが、リードタイムが短く、早く製品を出荷したい顧客の要
望に応えるべく、自動化や徹底した品質管理など生産体制の効率
化を図り、受注した翌日には納品するスタイルを基本としています。
独自の表面処理技術により、優れた皮膜力と、優れた均一電
着性を実現しました。徹底した品質管理により、
『 誰がいつめっきし
ても』、
『 製品のどこを測定しても』、バラツキはありません。
また目視による選別検査業務にも力を入れており、自社加工品
はもちろん他社加工品や生地などの、選別検査業務を請負ってい
ます。めっき処理に付帯するサービスとしていた同業務を2011年
から事業化。 熟練された専門スタッフも大幅増員し、成長の柱と
なりました。
今後も顧客の要望を近くで聞きながら、よりシステム化した生産

作業風景 ( めっき )

ラインの構築と、一層の品質管理にて、無理・無駄・ムラの排除
を図り、満足いただける製品を提供します。

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

今後も0.1歩前に進み社会に貢献します
技術力のある東大阪市の企業の一員として、環境に配慮した独
作業風景 ( 選別検査 )

Data
代表者
本社
代表番号

代表取締役

大住

貴子

〒 577-0818
東大阪市小若江 3-3-1
T E L.06-6721-4793
FAX.06-6724-6588

自の表面処理技術に取組むと同時に、活気ある働きやすい会社
づくりにも取組んでいます。
2015年10月に厚生労働省が勧める女性の活躍推進宣言を行
い、2016年2月には「大阪府障がい者サポートカンパニー」の「優
良企業」に選出。また同年3月には「男女いきいき・元気宣言」事
業者にも登録されました。 技術面では、大阪府が顕彰する「大阪
ものづくり優良企業賞2015」を受賞。今後も時代のニーズに逸早

資本金

10 百万円

社員数

21 人

く対応し、例え0.1歩でも前に進んで、満足いただける製品を提供

URL

http://www.kansaidenko.com/

設立

1971 年

します。
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■この技術・製品が優れています

プレス金型のVE提案ができ
ブランド化で信頼獲得にも努める
創業以来半世紀以上、延べ1万面以上の設計・製造から
培った経験、
実績による、
作業性の良さと低コスト性に優れた
金型製作を行っています。特徴は、メンテナンス性の良さで、
金型の破損しやすい形状部分を、分解しやすいブロック式に
して、
改良時や不具合発生時の対応を迅速化しています。
また、
金型加工と機械加工を同時に行える新ハイブリッド
金型を開発し、
“CORNICHE®
（コーニシュ）
”ブランドとし
て立ち上げています。複数工程が必要だった加工をプレス
機1台で加工することができるもので、
複雑形状の製品でも
お客様のプレス機に合わせた金型を製造し、自動運転への
対応などで大幅な工程短縮、
コスト削減を実現します。
この
商標登録済みの同マークを機械要素技術展でアピールする
ことで問い合せが増えています。一方、
サポイン事業で取り
組んだ炭素繊維強化熱可塑プラスチック(CFRTP)成形品の

加熱プレス成形加工技術

金型は、
すでに製作・販売実績があります。
さらに、
生物模倣技術を用いたコーニシュ®バイオミメティクス金型
も研究・開発中です。
今後も金型技術で新しい時代に成長する企業を目指していきます。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

独自技術・製品を出展
（機械要素技術展）

本社 外観

2018年小西金型工学も
本市で創業50周年を迎えます
大阪産業振興機構や東大阪市のMOBIO
（クリエイション・コア
東大阪）と情報交換するなかで、大手メーカーのプロジェクト参画

Data
代表者
本社
代表番号

代表取締役

小西

智實雄

を働きかけるなど
「官」
との連携を進めています。
「学」
では、
近畿大学の研究機関・リエゾンセンターと協力的な関係

〒 579-8014
東大阪市中石切町 6-4-47

の構築や東大阪市の金型産業の競争力強化に向けた取り組みとして

T E L.072-981-3477
FAX.072-987-8043

近畿大学が実施する
「金型プロジェクト」
にも参画し、
今後の金型づくり
に関する研究に加わっています。
さらに東大阪市医工連携プロジェク

資本金

20 百万円

社員数

10 人

トにも参画し大阪大学と医療機器に関する研究の開発にも携ってい

URL

http://konishikanagata.sakura.ne.jp

設立

1968 年

ます。
当社も2018年に創業50周年を迎えます。
技術力を高めながら、
地元中学生の職場体験や工科高校生のインターンシップなどの受け
入れなどを通じ、
地域社会との関係を深めていきたいと考えています。
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金属製品製造業

■この技術・製品が優れています

いつでも若く新しい力を求めています！
当社は東大阪で創業以来、金属機械加工一筋に培ってきたモ
ノづくりへの絶え間ない情熱とこだわりを持ち、お客様の多様な
ニーズにお応えしてまいりました。 五面加工機、平削盤、研削盤
など大型機械加工機を多数所有しており、大型の金属機械加工
鉄の製缶物平面面削加工

を得意としております。 材質は、鉄、アルミ、ステンレス、鋳物、
製缶物にも相談に応じ加工できます。
設備投資にも力を入れ、
「高精度・高品質・短納期・低コスト」
の実現のため設備を充実し、
「面削から機械加工・研磨」まで全加
工の内製化を可能に致しました。また、NCデータの作成につきま
しても、お預かりした図面およびDXFデータを基に、技術力が確
立された女性チームにより手際よく数値化され、機械オペレータの

鉄プレートの形状加工

負荷を軽減し、加工時間の短縮を計っております。その確かな技
術で、平面度の5/100を実現しています。
また、ご依頼いただいた加工を短納期でお届けできる体制を整
えているのも強みです。工場は3交代制で24時間フル稼働。急ぎ
で加工をお願いしたい!という案件にも迅速に対応します。
当社は挑戦し続ける会社としていつでも若く新しい力を求めてい
ます。ご興味ある方は是非ご連絡ください。

鉄プレートの側面面削加工

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

世界の東大阪の名に恥じない
一流のメーカーとして

Data

東大阪市市制50周年、東大阪商工会議所80周年、誠におめ

代表者
本社
代表番号

代表取締役社長

駒林

剛明

〒 578-0901
東大阪市加納 3-13-35
T E L.072-960-0158
FAX.072-965-1790

資本金

10 百万円

社員数

40 人

URL

http://www.komabayashi.com

設立

1984 年

でとうございます。私たちも1962年の創業から55年を迎えました。
絶え間ない技術革新を通じ、これからもお客様のニーズに100%、
120%お応えしつつ“モノづくりのまち-世界の東大阪”の名に恥
じない一流の大型の金属機械加工専門メーカーとして、社会の
発展に貢献してまいりたいと願っております。
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金属製品製造業

株式会社 三共製作所
■この技術・製品が優れています

本社全景

ほぼ全ての金属材料の
切削加工と人材ソリューション
創業以来、給湯器部品の製造を手掛けてきました。一方で約
20年前に給湯器から脱皮することを図り、自動車部品・IT部品・
航空機部品・産業用油圧機器部品と多岐にわたる取引先を増やし
てきました。創業以来の技術であった真鍮・アルミ・銅の技術を
ステンレス・鉄・モリブデン・チタンなどへと伸ばして、精度にもも

切削加工各種製品

ちろんよりますが、マグネシウム以外のほとんどの素材に対応で
きます。
また、自社手配素材として、ダイカスト・鋳造・鍛造・ロスト
ワックス・MIMなども調達することが出来、ワンストップサー
ビスに近い展 開も心 掛けております。 品 質（Quality）、 価 格
（Cost）、納期（Delivery）への飽くなき追求を「THEQ」とい
う企業スローガンとして常に心に刻み取り組んでいます。

工場内作業風景

グループ企業には「BASIC日本語学院」・
「株式会社 大正（人
材派遣・紹介）」、技術実習生の窓口としての「精密金属部品製造
協同組合」を配し、今問題である人材に於いてもお客様のニーズ
に合わせてご提案させていただいております。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

技能実習生郊外授業

産業集積地である東大阪、
ほぼすべての技術があります
皆さんが御存知の通り、東京大田区と並び東大阪は世界でも
類を見ない産業集積地です。当社もメッキ・研磨・熱処理・コー

Data
代表者
本社
代表番号
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代表取締役

松本

輝雅

〒 578-0972
東大阪市鴻池町 2-6-37
T E L.06-6744-5031
FAX.06-6745-5705

資本金

10 百万円

社員数

連結 :142 人 単体 :58 人

URL

http://www.sankyo-mfg.co.jp/

設立

1955 年

ティング等を用いて、お客様のニーズに応えております。
集積地ということは、それだけ技術研鑽も高いという事でもあ
り、高度な技術をお持ちの会社様がほんの30分程度のところに
あるのがとても魅力です。
そして大都会である大阪圏の人材も比較的集まりやすく、やは
り地方と比べるととても環境が良いと感じます。
モノづくりに必要な人・物（金）がこれからの未来、集まる地
域であると思われます。

金属製品製造業

株式会社 新光工業
■この技術・製品が優れています

故障が少なく省エネルギーな国内製
無軸スクリューコンベアを全国に
当社独自特許技術による無軸スクリュー羽根を使ったコンベア
を提案しています。 有軸と比べ3倍の搬送能力を持ち、 省エネ
搬送レイアウトのモデル

ルギーであるとともに、中間軸受と駆動軸の反対側にベアリング
が無い構造のため、 故障が少なく、 省メンテナンスです。 完全
密封型で臭いが少なく、搬送物の落下もないため、安全で衛生
的な環境が得られるのも特徴です。 多彩な用途に使え、土砂は
もちろん、 野菜や鉄くず、 工業廃棄物、 鳥糞などにも対応しま
す。 ベルト式では不可能な垂直方向の搬送も可能で、 必要箇
所、距離に合わせて設置でき、施設の構造に左右されない自由
なレイアウトで組み合わせできるなど、お客様の生産環境立ち上
げからの効率化を助けています。

省スペースでレイアウト可能

当社は技術者が自身の得意とする分野の経験を持ち寄って製
造しており、難しい要求にも応え、納期はもちろん、高い品質を
可能にしています。 導入したお客様からの口コミで新たな取引先
につながるなど、評価と実績を重ねており、月2件以上の受注を
目標としながら、同製品による搬送設備を全国に広げていくこと
を目指しています。

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて
駆動部が一方だけで省メンテナンス

Data

モノづくりの街の一員として
技術力を磨いていく
東大阪市、商工会議所ともに周年を迎えられたこと大変おめで

代表者
本社

代表番号

代表取締役社長

後藤

経雄

〒 577-0012
東大阪市長田東 2-1-31
プレミール福山ビル 405
T E L.06-6744-8889
FAX.06-6744-8988

資本金

10 百万円

社員数

12 人

URL

http://www.kk-shinkokogyo.co.jp

設立

2002 年

とうございます。東大阪は技術力のある企業が多く集まる街です。
その一員として当社も技術力を磨き、全国に製品を届けるととも
に、モノづくりの街としての名を広めていきたいと考えています。
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金属製品製造業

■この技術・製品が優れています

独自製品・差別化製品を生み出す
オンリーワン企業
竹中製作所は、1935年艦船用のボルトナット製造を行う会社
として誕生しました。時代の荒波にもまれながらも今日を迎える
ことができたのはスケールメリットを追いかけた経営から、独自
創業時の写真

製品・差別化製品による受注生産型経営への転換が実を結んだ
結果だと思います。また、当社はいつの時代もお客様からの高
度な要求や仕様にお応えすることで技術者が育てられ、今や他
社の追随を許さない独自技術を持つに至りました。
どんな大きな構造物でも一本のネジに支えられていると言って
も過言ではありません。今後どのような時代の変化があるにせよ、
ボルト事業では、差別化を図りつつ前進し、グローバル社会の
中で、世界におけるオンリーワン企業として取り組んでいきます。

表面処理製品（ナノテクト）

表面処理事業はまだまだ可能性を秘めた分野です。
「タケコー
「タケコート®－セラミック１」そして「ナノテクト®」
ト －1000」
®

の3本柱で全世界にアピールしていきます。特に、これまでの塗
料の概念を覆す「ナノテクト®」は、ボルト以外にも活用が期待さ
れ、用途開発に注力しています。
電子機器事業は、200kwまでの大容量電力変換器を利用し
たパワーエレクトロニクス技術（モータ制御技術、電源制御技術
および電磁誘導加熱技術など）を得意領域としています。特に
電子機器事業部

進化の速いこの分野では、お客様のニーズを的確につかみ、ス
ピード感をもって課題解決に向かっています。センサレス制御技
術などの最先端技術にも果敢に挑戦し、
「タケナカでなくてはで
きない」と言われる独自技術の獲得にも力を入れています。

Data

当社はこれからもオンリーワン企業として、安全で快適な社会の

代表者
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代表取締役社長 竹中 佐江子

本社

〒 578-0984
東大阪市菱江 6-4-35

代表番号

T E L. 06-6789-1555
FAX. 06-6782-2053

資本金

46.8 百万円

社員数

155 人

URL

http://www.takenaka-mfg.co.jp

設立

1948 年

実現に貢献すべく、全社一丸となってさらなる進化を目指します。

金属製品製造業

チトセ工業 株式会社
■この技術・製品が優れています

常に一歩前進の姿勢で創意工夫に
努めます、より良いものをより良く！
本年度創業55周年を迎えるチトセは常に豊かな発想と確かな
技術力でより良い「モノづくり」を目指し、長年のノウハウから「品
質マネジメントシステム」を構築しました。厳格な管理体制のもと、
精密板金プレス加工品

より高品質なモノづくりに、技術開発とスピードでお客様への信
頼にお応えします。また、社員全員の環境への意識を高め、一人
一人の配慮が伴った事業活動を通してモノづくりと環境の調和を
図っていきたいと考えております。
主たる事業としては、金型の設計・製作から金属プレス加工ま
で一貫体制により試作から量産まで短納期で対応し、現在は自動
車産業を始め幅広いお客様より高い評価をいただいております。
また、無酸化熱処理による金属接合（はんだ付け：ブレージン

高精度、高強度金属接合（ブレージング加工）

グ加工）事業は鉄、ステンレス鋼を始め非鉄金属及び異種金属
の接合を連続炉等により高精度に接合する技術・生産ノウハウを
有しております。
又、新たな事 業として無線 技術製品の受託開発、防水無線
温湿度照度データロガー、CO2センサー等を自社商品（商標：
Logbee）として開発製造販売しIoTデバイスとして新たなビジネ
スとして挑戦しております。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

防水無線温湿度照度デ―タロガー：Logbee

Data

モノづくりのまちを継承し
新たな発展に向けて一役を担う
東大阪で創業し55年、モノづくりのまち、東大阪ブランドに

代表者
本社
代表番号

代表取締役

中西

啓文

〒 579-8063
東大阪市横小路町 4-9-56
T E L.072-984-5601
FAX.072-984-4868

資本金

10 百万円

社員数

45 人

恥じないモノづくりを目指し地域の会社様と協働しこの地で育っ
てまいりました。
今、IoT、ビックデータ、AI等をはじめとしたデータ利活用に
関連した技術革新やEV革命は産業構造の変革の契機でありま
す。日本のモノづくりを支える東大阪の中小企業として変革をビ

URL

http://www.chitose-kk.co.jp

ジネスチャンスとしてとらえ東大阪の新たな発展に向け地域経済

設立

1964 年（創業 1962 年）

の再生・活性化の一役を担ってまいりたいと思います。
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株式会社 CHAMPION CORPORATION

■この技術・製品が優れています

Our experience pulls out an infinite possibility
─ 蓄積されたノウハウは無限の可能性を引き出す

1966 年創業より半世紀に渡り、オーダーメイド中心に各種金型用部品を製作してまいりました。
お客様ニーズや時代の流れに対し、常にチャレンジ精神を持って加工に取り組んでいます。
切削・研削はもちろん、型彫放電加工や熱処理・表面処理に至るまで一貫生産できる体制を築き、お客様に
育てていただいたノウハウを生かし金属部品加工を行っております。一貫生産だからこそ出来る納期対応や、加
工精度が当社の強みです。
現在では、プラスチック金型用部品のみならず、ダイカスト金型・プレス金型・半導体封止金型や医療器、産
業機械部品など様々な業種のお客様にお引き立ていただいており、図面・データさえご提供いただければ、ご要
望通りの精度・品質で製作した部品をお届け致します。
グローバル展開も積極的におこなっており、中国・韓国・インドネシアの各工場では、日本同品質の製品を製
作できる設備を揃えております。海外展開されたお客様の現地調達において、大変重宝いただいております。

東大阪本社

様々な業界に部品納入しております

中国・韓国・インドネシアに工場があります

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

当社の理念を生んだ東大阪の人柄

Data

東大阪に本社を置き、市制と共に歩んできた五十年だったと思

代表者
本社
代表番号
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代表取締役 CEO

水谷

〒 578-0956
東大阪市横枕西 3-28
T E L. 072-964-2511
FAX. 072-964-5176

資本金

81.1 百万円

社員数

96 人

昌晃

います。
五十年前の高度経済成長期において重要な役割を果たしてきた
「モノづくり」に携わり、変わることなく社業存続できましたのも
『モノづくりのまち』東大阪だからこそ。と心より感謝致しております。
当社が大切にしている「人」への想いは、東大阪の真っ直ぐで温

URL

http://www.champ-j.com

かい人柄から生まれた理念であると確信しております。東大阪市の

設立

1966 年

ますますの発展を心よりお祈り致します。

金属製品製造業

■この技術・製品が優れています

精密切削加工及び組立の
エキスパート&部品洗浄機メーカー
創業 1949 年以来、金属切削加工を行っており、現在は切削加
工だけでなく、組立込みのワンストップ対応も行っております。半導
体製造装置、産業用ロボット、油空圧機器を含む 20 業種以上の様々
新町工場外観

な多品種少量部品に対応しております。特にアルミ、ステンレスの
高精度、難形状の切削加工、製品仕上がりの出来栄え、品質保
証力に自信を持っております。
なお、開発・設計段階から図面の御相談をいただき、VA/VE 提
案を専属で行うチームも設置しており、加工屋目線でお客様と共に製
品を創りあげ、試作からその後の量産まで対応出来るのが強みです。

精密切削加工部品例

また、ベトナムにも工場を構え、日本工場をマザー工場として、ニー
ズに合わせて生産しております。
そして自社開発した小型部品洗浄機『洗浄小町』の設計製造販
売も行っており、東大阪ブランドの認定もいただきました。水系のジェッ
ト式洗浄機では業界最小クラスのコンパクトさと、業界屈指の乾燥
力を兼ね備え、量産ラインでのインライン洗浄機として、様々な自動
車部品メーカー様へも納入実績があります。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

小型部品洗浄機『洗浄小町』

Data

モノづくりの町東大阪で創業68年
東大阪ブランドも取得
創業 68 年、モノづくりの町東大阪に根を生やして、金属切削加
工を中心に行っております。

代表者
本社

康久

日本一中小企業が集積している地域として、企業間の横連携が

〒 577-0058
東大阪市足代北 1-18-26

活発に行われている地域であり、自社工場では切削加工しか対応

代表取締役

中農

新町工場

〒 579-8037
東大阪市新町 21-26

代表番号

T E L. 072-981-0969( 新町工場 )
FAX. 072-982-4561( 新町工場 )

資本金

14.5 百万円

社員数

連結 :63 人

単体 :50 人

URL

http://www.nakanos-s.co.jp

設立

1957 年

出来ませんが、連携によって組立迄一貫した対応を実現する事が可
能になっており、当社にとって無くてはならない強みの一つになって
おります。
また、自社開発した小型部品洗浄機『洗浄小町』も東大阪の地
場技術である金網技術なども取り入れ、東大阪ブランドの認定という
後押しもいただいており、日本だけでなく世界中に販売し、東大阪の
高い技術力の発信にこれからも貢献していきたいと考えております。
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株式会社 日清精工
■この技術・製品が優れています

豊富な設備とミスを防ぐ管理体制
で「短納期」を実現します
当社はプラスチック用金型やダイカスト金型の設計・製作に加
え、自社商品も企画し製作販売するモノづくり企業です。
業界でも数少ない850トンクラスの大物金型まで製作できるこ
本社外観

とが特徴で、分野を問わず幅広く対応しています。強みは要望の
中でも多い、
「短納期」への対応力です。特に、製作スピードは
もちろん、初回から修正を少なく、ある場合も早く対応し、顧客
の量産立ち上げまでの時間短縮に貢献しています。それを可能に
するのが7台の高速マシニングセンターと2台の放電加工機、ワイ
ヤー加工機などの豊富な生産設備。そして、毎日ミーティングを設
け、社員全員が交互に進捗確認をチェックし、日々工程の効率化
を図りながら、仕事漏れを防ぐ管理体制です。韓国、中国にある

多様な要求に応える豊富な生産設備

協力会社とも連携し、大量受注にも対応しています。
また、2006年から自社商品事業部MILCA（ミルカ）を立ち
上げています。3DCADソフトと試作が容易な3Dプリンターを活
用し、毎年1件の新製品を目標に開発を進めています。2017年11
月には簡易墓用花立「供縁花（そなえんか）」を発売しました。
技術力が認められ、立体的な意匠のスマートフォンケース製作を受
注するなど、新たなモノづくり分野にも挑戦しています。

自社ブランド MILCA の製品

「モノづくり観光」を通じ
地域ブランド化に寄与

Data

東大阪や周辺地域のモノづくりを観光資源として地域ブランド化

代表者
本社
代表番号
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■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

岩谷

清秀

〒 577-0835
東大阪市柏田西 1-11-2
T E L. 06-6727-3717
FAX. 06-6727-6034

資本金

76.7 百万円

社員数

15 人

URL

http://www.nissinseikou.com

設立

1973 年

や活性化につなげる大阪モノづくり観光推進協会に参画。修学旅
行生の工場見学などの受け入れも行っています。クリエイション・
コア常設展示場や石切駅前のアンテナショップでは当社の製品を
ご覧いただけます。

金属製品製造業

株式会社 仁張工作所
■この技術・製品が優れています

板金加工の専門家集団として、
新しいカタチをつくります
当社は板金加工を得意とするモノづくりの専門家集団です。
創業以来、箱物板金加工・精密板金加工技術のノウハウを蓄積
本社工場

してまいりました。
そのノウハウを活かした当社が製造する板金加工製品は例え
ば野球場や球技場で使われるスポーツロッカーや消防署で使用
するロッカー、業務用空調機のカバー、プリクラゲーム機のパ
ネル類、産業機械や自動販売機の本体（筐体）など身近なところ
で使われています。
また、設計から板金機械加工、溶接組立、塗装、仕上アセン
ブリー、完成品までの一貫生産体制を構築していることも強み

板金加工の専門家集団

です。お客様のビジネススタイルやライフスタイルからのニー
ズに合わせ、必要とされる様々な場面に適した製品を提供し続
けています。
時代の変化に伴い、形状やデザイン、用途によって最終製品
は変化することがあっても板金加工製品が世の中から無くなる
ことはないと私達は考えます。
今後も様々な業界・業種で求められるニーズに応じて社会に
貢献していくことを目指していきます。

スポーツロッカー納入事例（学校）

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

モノづくりを通して地域で
‘あてにされる’企業でありたい

Data
代表者

代表取締役

仁張

正之

本社

〒 578-0921
東大阪市水走 3-14-6

代表番号

T E L.072-962-2831
FAX.072-963-4183

東大阪市制50周年、東大阪商工会議所80周年おめでとうご
ざいます。当社は1964年に東大阪で創業し2018年で54年目を
迎えました。東大阪は中小企業が集まる“モノづくり”のまち
です。その地域性を活かし、東大阪地域を中心とする協力会社
への委託加工を両立させた「モノづくりネットワーク」を擁し、

資本金

25 百万円

社員数

113 人

QCD（Quality:品質・Cost:価格・Delivery:納期）に優れた“モ

URL

http://www.nimbari.co.jp

設立

1974 年

ノづくり”を確立させています。今後も地域で必要とされる企
業を目指し発展と貢献をしていきたいと考えております。
25

金属製品製造業

ハードロック工業 株式会社
■この技術・製品が優れています

安全は威力！ゆるまないネジをもって
安全・安心を提供し社会に貢献する
当社の緩み止めナット「ハードロックナット」は構造上、必ず緩
むと考えられていたネジの常識を覆した革新的な製品として高い
評価を得てきました。傾斜をつけ、中心をずらした凹凸のナット
が締め込み時に互いに噛み合い、ナットとボルトの間に日本古来
緩み止めナット「ハードロックナット」

の技術のくさびを打ち込んだような効果生むことで、絶対に緩ま
ないナットを実現しています。全製品が、緩み試験として代表的な
ドイツのユンカー試験と米国航空宇宙規格（NAS3350）の試験
に合格しており、その効果は世界で認められています。
特に振動が多い過酷な使用環境や人命に直結するような産業
現場で採用されており、代表的なのは、開業から半世紀経った今
も社内の乗客の死亡事故が1件もない新幹線の車体で、1編成あ
たり約2万本に上ります。そのほか、世界最長の吊り橋である明

1 編成あたり約 2 万本採用

石海峡大橋や、自立式電波塔として世界一の東京スカイツリーに
も採用され、ロケットの発射台や海上掘削機など世界各国・地域
で使われています。
「求められるものを形に」をモットーに締結部品のオンリーワ
ン企業として安全性の追求と新しい発想で、顧客ニーズを形にす
ることを目指していきます。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

本社工場作業風景

東大阪市50周年、商工会議所80周年を迎えられたこと大変

Data

おめでとうございます。199 0 年に大阪市から移転した本 社 工

代表者
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盛んな連携や協力が得られる街

代表取締役社長

若林

本社

〒 577-0063
東大阪市川俣 1-6-24

代表番号

T E L.06-6784-1131
FAX.06-6784-1161

資本金

10 百万円

社員数

85 人

克彦

URL

http:/www.hardlock.co.jp/

設立

1974 年

場を含め、当社の4工場はいずれも東大阪市内にあります。関
西大学、近畿大学と東大阪市内企 業などによる「東大阪橋梁
維持管理研究会」への参画や、ものづくりビジネスセンター大
阪（MOBIO）の常設展示場への出展など、モノづくりの街に相
応しい盛んな連携や協力が得られてきました。今後も技術を磨き
「ハードロックナット」とともに東大阪の名を世界に広めていきま
す。

金属製品製造業

有限会社 ファインテック
■この技術・製品が優れています

最新鋭の真空熱処理炉で
高品質の熱処理を提供
当社は金型メーカーや部品メーカーに真空熱処理を中心とした
様々なヒーティング加工を提供してまいりました。30年の経験と
短期納期対応力を活かして、2012年に航空機部品の熱処理加工
への参入を決意し、2015年にはJISQ9100の取得とAMS規格に
ドイツ Ipsen 社製最新真空熱処理炉

対応した真空熱処理炉を導入。炉内の温度分布を極めて高精度
に管理できることから、精密部品への熱処理に最適で、厳格な設
備管理規定のもと、定期的に温度計をはじめとした計測器の校正
とシステム精度試験、炉温均一性調査を実施しトレーサビリティ
のとれた熱処理を実現しています。大手重工メーカーの特殊工程
認定も取得しました。また合金工具鋼は、ダイス鋼に比べて加工
性は良いものの焼入れによる変形に課題がありますが、ソルトマ
ルクエンチ法を採用し、プレートや刃物にも適用できる歪の少な

表面処理用の溶融塩

い処理方法を提供しています。このほか精密プレス金型の真空熱
処理からニッケル合金やチタン合金の真空熱処理など、幅広く対
応し、特殊材料の熱処理規格など、真空熱処理技術をフル活用
して皆様のご要望にお応え致します。

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて
表面処理

適用事例 ( 自動車金型 )

Data
代表者

代表取締役

川端

義雄

本社

〒 574-0052 大東市新田北町 1-5

東大阪工場

〒 578-0901 東大阪市加納 5-1-8

TEL

072-875-4697（本社）
072-814-7000（東大阪工場）

FAX

072-875-2705（本社）
072-814-8080（東大阪工場）

資本金

3 百万円

社員数

20 人

URL

http://finetech-jp.com/

設立

1986 年

モノづくりのまちの
パートナーを目指して
東大阪市制50周年、東大阪商工会議所創立80周年おめでと
うございます。おかげさまで当社も昨年30周年を迎えることが
できたことを感謝申し上げます。東大阪を中心とした大阪東部地
域では、歴史あるさまざまな金属加工メーカーが集中して拠点を
構えています。 私たちは、これらのお客様の高品質、短期納期、
低コストの強い要望に応えるべく日々切磋琢磨し、熱処理・表面
処理のパートナーとなることを目指しております。これからも、地
域のモノづくりの発展に貢献したいと考えております。
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フジ矢 株式会社
■この技術・製品が優れています

培った熟練技術とブランドを守り
総合作業工具メーカーとして挑戦しつづける
当社はペンチやニッパーなどプロ仕様挟動利器工具を中心に570
本社工場

を超えるアイテムの製造を行う1923年創業の工具メーカーです。
大きな財産にしてきたのがブランドで、品質第一を常に掲げた
創業者精神を守り、それを永続することを目標に取り組んでいま
す。増え続ける安価な輸入工具と差別化を図るため、刃の切れ味
を左右する仕上げ工程での刃付け職人技をベースにお客さまから
の高い信頼を得てきました。
2008年にはベトナムに生産拠点を設立。また、2015年には高

ベトナム工場

精度マイクロニッパ（マイクロエース）、切れ味抜群のエンビ管カッ
ターなどでプロ職人に高い評価を得ている「VICTOR」ブランド
の花園工具（東大阪市）を、2017年5月には高品質なモノづくりに
拘ったボールポイントレンチを主に製造する「WISE」ブランドの
若穂囲製作所（新潟県燕市）を子会社化し、
「FUJIYA」ブランド
とともに商品ラインアップを広げています。年間約20点以上の新
製品開発にも取り組み、2017年1月の当社史上最高の切れ味を持
たせた「電工名人偏芯薄刃ニッパ」や、12月に発売されたデザイ
ンが好評な黒金シリーズ「偏芯パワーペンチ/偏芯強力ニッパ（黒
金）」などは発売当初から高い評価を得ています。
これからもさまざまな工具を取り扱う総合工具メーカーとして時

3 つのブランドを軸にラインアップ拡充

代に合わせて新しいことに挑戦し続け、永続的な発展を実現して
いきます。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

Data
代表者

代表取締役

野﨑

恭伸

モノづくりの街で30億円企業を目指す

2023年当社も100周年を迎えます。1968年に花園ラグビー

本社

〒 578-0922
東大阪市松原 2-6-32

場を望む現在の社屋に移転して以降、モノづくりの街“東大阪”

代表番号

T E L. 072-963-0851
FAX. 072-963-3726

で技術を磨いてきました。現在は
ベトナム工場を生産拠点へと、本

資本金

30 百万円

社員数

117 人

社を研究開発拠点へと進化を図り

URL

http://www.fujiya-kk.com/

設立

1923 年

ながら、周年時売上高30億円へ
の成長を目指しています。
ラグビー場を望む本社社屋
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■この技術・製品が優れています

職人の使いやすさを追求した
内装施工道具が充実
当社は1906年創業の老舗刃物メーカー。壁紙施工に使うヘラ
など内装職人向けの作業道具一式を製造しております。創業当時
はゴム樹液の採取やロープを切るための特殊刃物やプロ用の肉切
壁紙施工道具一式

包丁を製造。1960年、牛革をなめす道具を塗装用に改良した「Y
型皮スキ」のヒットをきっかけに、建築現場で使われる内装施工
道具などの製造を開始。
現在はパテを塗布するヘラや壁紙の継ぎ目を押えるローラー、
刷毛など、壁紙施工道具一式を取りそろえております。
当社は持ち手と刃先の製作から仕上げまで全て手掛けていま
す。内製できない加工をお願いできる協力会社のネットワーク、複
数の実用新案を持つ開発力と独自開発の成型機による生産力が
当社の強みです。

持ち手部分の面取り加工

2012年には中国に工場を開設し、国内本社と中国工場での生
産体制を確立。今後は中国工場を拠点に、
「源邑光」のブランド
力を生かし、日本製の製品を欧州や中国市場で販売したいと考え
ております。

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

2015 年から東大阪に本社を構える

「モノづくりのまち」東大阪
製品のヒントは職人の皆様との会話からという伝統を受け継ぐ
傍ら、時代のニーズに合った製品の開発にも力を入れております。
職人仕様の道具を低価格で使いたい方には中国製、使い心地

Data
代表者
本社
代表番号

代表取締役社長

T E L.06-6729-5656
FAX.06-6729-5667
10 百万円

社員数

10 名

設立

朋宏

〒 577-0848
東大阪市岸田堂西 2-8-12

資本金
URL

北野

http://kitanohamono.co.jp/
1950 年

や精度、オリジナリティをお求めの方には日本製をおすすめ致し
ます。製品ラインナップが充実し、ホームセンターやECサイト事
業者、プロ用販売店などへの販路も拡大。おかげさまで製品出
荷量は日本一です。
「大阪ものづくり優良企業賞」受賞のおかげで販路も拡大中。
これからは当社の将来を担う人材を積極採用し、育成に努めま
す。そして、協力企業とも連携し、
“モノづくりのまち東大阪”を
盛り上げていきたいと思います。
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ヤマコー 株式会社
■この技術・製品が優れています

選ばれるのには理由がある。あらゆる
要望に応える確かな技術力と対応力
当社は熱間鍛造と冷間鍛造をあわせた複合造品技術を強みと
しています。
「熱間鍛造」は材料を高熱で加熱して行うため組織
が緻密になる上、微細化された組織は、強度に優れた特性を持ち
ます。また、大型部品の成形を得意とする鍛造工法です。対して、
材料を加熱せずに常温に近い温度で行う鍛造を「冷間鍛造」と
言い精度が高く、完成品に近い寸法や形状に加工できるのが特
徴です。それぞれの方法に特徴がありますが、当社では熱間と冷
鍛造設備：エアースタンプハンマー（OTANI）

間を合わせた技法でモノづくりの発想を転換させ、あらゆる可能
性を探り、短納期・低コスト、そして高精度・高品質を実現しま
す。鍛造素形材だけでなく、高精度な削り出し加工も行える設備
をそろえています。特殊ネジなども量産できるように転造盤も導
入しており、機械加工まで一貫生産体制が整っています。

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて
機械加工設備：マシニングセンター（OKUMA）

創業から70年。東大阪で培った技術
で次世代の分野を切り拓く
ヤマコーの歴史は、創業者山本利郎が「山本工具製作所」を
大阪府枚岡市（当時）に創業したことに始まります。 2016年には
創業70周年を迎えることができました。 創業以来、成長を続け

本社全景

Data

てきましたが、鍛造技術は常に進化しています。これまで鍛造品
の素材といえば鉄が中心でしたが、近年、当社では先進性のある
素材に目を向け、次世代の技術開発に取り組んでいます。 航空

代表者

代表取締役社長

山本

本社

〒 578-0901
東大阪市加納 4-3-26

代表番号

T E L.072-965-5621
FAX.072-965-5513

資本金

45 百万円

社員数

連結 :123 人

晃永

単体 :48 人

URL

https://yamaco-forging.co.jp/

設立

1952 年（創業 1946 年）

機や医療機器に適したチタン
（Ti）
をはじめ、家電ではステンレス
（SUS）、 次世代の自動車ではアルミ
（AL）などがこれから鍛造
素材として需要が高まると考えています。また加工しにくいとされ
るCFRPやコバルト合金の熱間鍛造も可能となりました。 昨年も
東大阪市主催の「医療機器ビジネスの新たなパートナーと出会え
る展示商談会in本郷」
（東京）に出展させていただきました。 行
政とも連携を取りながら、様々な分野のお客様にも当社の技術を
知っていただけるように取り組んでまいります。
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■この技術・製品が優れています

発祥の地、本社・大阪工場（東大阪）

『鍛造部品の開発に携わるお客様』の
悩みを、私たちが一緒に解決します。
当社は主に鍛 造 金 型を取り扱う製 造業で、特に、鍛 造の中
でも冷間鍛 造と呼ばれる温 度を上げずに加工する技術を強み
として いま す。 特 に、 最 先 端 技 術 のCAE(Computer Aided
Engineering)を活用し、金型設計から量産化までのリードタイム
の短縮を実現するなど、モノづくりの会社として、お客様と社会
へのお役立ちを第一に考え、トータルトソリューションを提供して
います。また、新事業として2016年2月より、部品の不具合検知、
公共インフラの保全、さらに設備の稼働率の向上を目的とした「ボ
ルト型センサー(ドイツ、ConSenses社製)」を総販売代理店とし

トータルソリューションの提供 「価値創造の循環」

て販売を開始し、IoTビジネスにも参入しております。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

東大阪を発祥の地として、世界へ
ベストソリューションをお届けします。
ピエゾボルト
『PiezoBolt』と専用計測システム
『DeveloperSenses』

当社は、1961年にこの地である東大阪にて創業して、その5
年後の1966年に株式会社山中合金製作所として設立以来、今
年で52年目を迎えました。お陰様で、創立当初より地域行政か
らモノづくりなど、多方面に亘るご支援により、冷間鍛造という
ニッチな分野ではありますが、国内はもとよりタイや中国をはじ
めとして、世界のお客様へベストソリューションを提供しておりま

社員一丸となってお客様のニーズに応えします。

Data

す。また、創業当初より一番大切にしていることは、企業は人な
り『人財』です。100年企業を目指し、
「人の教育」を経営方針

代表者

代表取締役社長

山中

本社

〒 578-0901
東大阪市加納 4-4-24

代表番号

T E L. 072-962-0676
FAX. 072-960-2545

資本金

85 百万円

社員数

230 人

雅仁

URL

http://yamanaka-eng.co.jp/

設立

1966 年

の第一におき、社員一人一
人が『社訓十箇条』を糧と
して、全社員が一丸となり
お客様と社会に貢献してま
いります。
社訓十箇条
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株式会社 アテックス
■この技術・製品が優れています

プラスチックで芸術を創造する
開発提案型企業
熱可 塑 製 樹 脂と金 属の複合成 型 技 術で高 機能 樹 脂と金 属
および異種材料を一体化したインサート成形品を製造販売して
車載 PCU インサート成形部品

います。トヨタ自動車(株)様の初代プリウスに採用されたのを
機にインサート成形品の量産化を開始し、EVやHV車など大手
自動車部品メーカーに多くの納品実績があります。2016年には
リフローはんだ接合によるIPM製法の実現で高精度な樹脂ケース
の作製に貢献し、(株)ケーヒン様から開発部門賞の表彰をいた
だきました。現在では売り上げの40%を車載用製品が占めるほ
どです。他にも、鉄道関連・ロボット機器などの産業用製品や
エアコン用インバータ部品などの民生用製品も出荷しています。
2014 年に稼 働した京都 事 業 所 生 産・研究開発 センターで

220t の縦型射出成型機

は、220tの縦型射出成型機を2台導入し、大型のインサート成
形品の生産体制を確立しました。同時に自動画像検査機や三次
元測定機なども充実させ品質管理にも力を入れています。

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

独自技術で産業の発展に貢献する
当社は、1993年に創業し、2001年から現在の東大阪加納にあ
京都事業所 生産・研究開発センター

る本社が機能しています。創業以来、他社がしない、マネのでき
ない付加価値の高い成形品にこだわってまいりました。お客様か
らの難しい要望に挑戦し、独自技術の研究開発に取り組んできた

Data

結果、2016年に「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に

代表者
本社
代表番号
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代表取締役

浅野

典成

〒 578-0901
東大阪市加納 3-13-15
T E L. 072-967-1782
FAX. 072-967-1783

資本金

87 百万円

社員数

85人

URL

http://www.atecs-corp.co.jp/

設立

1993 年

選定いただきました。また、同表彰を受けたことが中小企業のま
ち東大阪の魅力発信に繋がったとして、東大阪市より感謝状を頂
戴したこともあります。今後も、当社が主力とする、EVなどエコ
車市場や産業用ロボット市場は拡大が見込まれています。東大阪
発の技術で、これからも産業の発展に貢献してまいります。

プラスチック製品製造業

■この技術・製品が優れています

“微妙な違い”にこだわった歯ブラシ
口腔衛生を通じて豊かな生活に貢献します
1936 年の創業以来、約 80 年にわたり歯ブラシ製造で地味な
がらも着実に歩み、月産 100 万本の規模に成長しました。海外か
多くのドラッグストアに供給しています。

ら安価な製品が流入するプラスチック日用品分野で「なぜ生き残っ
てきたか ?」とよく聞かれます。この理由は、早くから機械設備を
導入して合理的な生産ラインを組んだことや、品質で妥協しなかっ
たこと、そして業界に先駆けて「極細」の毛を使った歯ブラシを開
発するなど消費者志向の取り組みにあると自負しています。
品質においては、毛抜けを防ぐため JIS 規格の 2 倍の引っ張り
強度を持たせたり、プラスチックの持ち手にうっすら残る成形のバ
リをきれいに処理していたりと、実際に使わないとわからない“微

最新鋭の機械で植毛

妙な違い”にこだわって完璧を目指しています。また商品開発では
2017 年 6 月に、より長期間使ってもらえるよう、毛を独自技術で
ねじった、へたりにくい歯ブラシ「クリンプ」を商品化しました。
歯は健康に深く関わっています。口腔衛生を通じて豊かな生活
に貢献します。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

検査部門では目視で一本ずつ丁寧に検査

東大阪発技術
海外の協力工場へ技術供与

1967年に初めて導入した植毛機は英エバンス製でしたが、その

後、近隣の鉄工所の協力を得て自社設計の2色植毛機を設置する
など、絶えず機械化を推進してきました。製造業が集積する東大

Data

阪だからこそ為し得たことと言えます。

代表者
本社
代表番号
資本金
社員数

代表取締役社長

稲田

眞一

〒 577-0028
東大阪市新家西町 17-19
T E L. 06-6781-0074
FAX. 06-6781-0064
20 百万円

我が社は今、国内市場だけでなく、タイやインドネシアの海外協
力工場に技術供与することで海外市場開拓への取り組みも始めて
います。東大阪で培った技術を用いて、世界の人々の口腔衛生向
上を目指します。

30人

URL

http://www.inada-brush.jp/

設立

1951 年
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大阪銘板 株式会社
■この技術・製品が優れています

プラスチックの
“トータルソリューションメーカー”
1914 年に事業を始め 1932 年に設立、1950 年頃からプラス
チック製品の製造を行ってまいりました。現在は自動車分野、家
電分野における外観部品を中心としたプラスチック製品の製造を
主力としております。デザイン提案から金型製作、成形、仕上ま
での一貫生産体制を取っており、お客様のご要望に合わせて、
最適なプロセスをご提供しております。すべての工程を社内で完
知識と経験のある人財による確かな成形技術

結させることができるため、各工程間の連携が密に取れ、万全
のフォロー体制をご提供することが可能です。もちろん金型製作
や成形のみといった各工程単独での対応もさせていただいており
ます。2014 年に創業 100 周年を迎え、今まさに次の 100 年に
向けて走り出しています。今後益々複雑になっていくマーケット
ニーズに対しても一貫生産体制を駆使し、お客様に最も喜んでい
ただける「かたち」をご提供してまいります。

金型に向き合う真剣な眼差し

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

創業時から受け継ぐ人財力で
地域に貢献

大阪銘板（ダイメイグループ）では創業当時より“大銘の心”と

呼ばれるダイバーシティーの考え方を、一早く取り入れ実践してま
いりました。各自が自分の得意な分野でリーダーシップをとり、積
自社商品「ヘルシーフットウォッシャー“ジェリー”」

した。これからの100年は、ネットやAI・IoT等の発展によって、

Data
代表者
本社
代表番号
資本金

代表取締役社長

山口

徹

〒 577-0005
東大阪市七軒家 18-15
T E L. 06-6745-6309
FAX. 06-6745-3044

指数関数的に技術革新が進むと考えています。今後もダイメイの
“人
財”一人ひとりが持つ無限の可能性を掛け合せ、チームで助け合
う事によって、複利の効果の様な“高い成果を出す事”を実践し
てまいります。中小企業のまち東大阪でも同様に、高い技術を持

485 百万円

つ企業が連携を取り合い、
“高次元のモノづくり”を生み出すとい

連結:約290人 単体:約70人

う効果が生まれていると思います。当社も、その一員として人財力

URL

http://www.daimei.jp/

設立

1932 年

で地域に貢献していく所存です。

社員数
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極的にチャレンジする事を推奨し、技術の発展に結びつけてきま

プラスチック製品製造業

■この技術・製品が優れています

樹脂押出成形の試作・開発から量産
「こんな製品、押出できないか？」を実現します
樹脂押出成形で、自動車のフロントガラス窓枠や近鉄電車の扉
金型や冷却の工夫でニーズを具現化（八尾工場ライン）

の戸当たりゴム、病院、学校、駅などの手すりなど約 5000 種類
の製品を手がけています。強みは試作・開発力。押出成形で形状
が出しにくい軟質樹脂を得意とし、左右非対称の異形断面を持つ
成形において、最適な金型設計と製造工程で具現化し、
「カツロン
ならできるんじゃないか」と声をかけていただけるようになりまし
た。また独自の 3 次元ハイブリッド成形技術を活用し、芝生の保
護・支持用プレート「ターフパーキング」などの自社ブランド成形
品も展開しています。ハイブリッド成形とは、押出成形と射出成型
を組み合わせ、立体構造物をエンドレスに押し出すことのできる技

施工性にすぐれたターフパーキング

術です。芝生の保護・支持プレートは、従来の数十㎝角の射出成
型品を 1 枚ずつ敷き詰めていた作業から、幅 60㎝、長さ 2.5m
の当社製品に切り替えることで施工性が増し、工事費が大幅に削
減できます。社会に貢献できる樹脂製品を。そんな思いで常に新
しいモノづくりに挑んでいます。

滑り止めに節目をつけた手すりも生産

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

東大阪市高井田地区で新本社工場を建設
機能集積で試作・開発リードタイムを短縮

金型室や開発機能を持つカツロンのマザー工場的位置づけの

八尾工場と本社を統合し、2018年に東大阪市高井田地区に新本
社工場を建設する運びとなりました。本社の営業と八尾の開発・

Data

製造の両部門の人員や設備を東大阪に集約することで試作開発の

代表者

代表取締役社長

石川

本社

〒 577-0803
東大阪市下小阪 3-8-6

代表番号

T E L. 06-6721-7115
FAX. 06-6725-8679

資本金

45.5 百万円

社員数

130人

明一

URL

http://www.katsulon.co.jp/

設立

1949 年

リードタイム短縮を図ります。東大阪は創業の地。企業成長ととも
に手狭になり、生産拠点を八尾市や奈良県大和郡山市、栃木県
小山市に展開しましたが、いつか東大阪でのモノづくりを再開した
いとの夢がありました。当社は2019年に創業70周年を迎えます。
「モノづくりのまち」東大阪に建設する新本社工場を新たな出発点
とし、顧客と地域社会に更に評価される企業をめざします。
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プラスチック製品製造業

株式会社 協立化工業
■この技術・製品が優れています

フッ素樹脂の圧縮成形から
精密切削加工まで一貫生産で対応
当社では、フッ素樹脂の圧縮成形から精密切削加工までワンス
トップで製造し販売までを行う会社です。
高機能のフッ素樹脂があらゆる産業を支えています。

フッ素樹脂（PTFE）とは耐熱・耐薬品・耐紫外線・絶縁性に
優れた樹脂で、現在発見されているあらゆる物質の中で、最も摩
擦係数の小さい特長があります。あらゆる産業で機能樹脂部品と
して、幅広く使用されております。身近なフッ素樹脂素材の活用例
として、フライパンのコーティングが挙げられます。フッ素加工する
ことで、
「焦げ付きにくいフライパン」という利便性が生まれるので
す。当社の製品としては、自動車部品の流体制御に使うパッキンや
ピストンリング、半導体部品などに採用されています。又、製品の

試作から量産まで小回りの効く生産対応でニーズに
お答えします。

品質検査も強化している分野です。従来は目視検査のみでしたが、
2016 年より「外観測定システム」を導入し、出荷前のより微細な
検査が可能となりました。量産品向け検査工程の一部省力化にも
つながります。今後も魅力ある「協立化ブランド」として、あらゆ
る産業界のニーズに全力でお応えしていきたいと考えています。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

品質もあらゆる測定機器を充実させ、高精度な製品
を提供しています。

東大阪誕生の年に当社も創業、
これからも地域貢献を続けてまいります

当社も昨年で50周年を迎え、市制と共に東大阪の地で歩んでま

いりました。2011年9月にはISO14001認証取得し、環境への影
響にも配慮した一貫生産ラインを構築しました。省資源化の推進

Data
代表者
本社
代表番号
資本金
社員数
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代表取締役

岸本

佳朗

〒 577-0033
東大阪市御厨東 1-3-35
T E L. 06-6789-0871
FAX. 06-6789-0872
12 百万円
連結:37人

単体:33人

URL

http://www.kyoritsuka.co.jp

設立

1967 年

も視野に入れながら、
「環境共生型モノづくり企業」としても挑戦
を続けています。精緻・正確な一貫生産環境を武器に、安定した
供給力と創造性あふれるモノづくりをご提供することにより、これ
からも、東大阪のモノづくりのまちの一員として技術伝承と地域貢
献に取組んでまいります。

プラスチック製品製造業

グラス・ファイバー工研 株式会社
■この技術・製品が優れています

駐車場の線引きはこれ‼
簡単施工のブーブーライン
当社はテニスコートをはじめ、陸上競技場やゲートボール場な
どグラウンドで使用する高品質、高強度のラインテープを 25 年
間つくり続けています。引張強度が高く、伸び率が低いので寸
年間８０００台の駐車場に設置

法精度の高いコートがつくれます。公益財団法人日本テニス協会
が認め、唯一推薦しているラインテープの為、公式のテニスコー
トでは当社のラインテープを使用する事に決まっています。
この技術を応用してさらに強度を高め、丈夫にしたのが駐車場
用ラインテープ「ブーブーライン」です。アスファルトの劣化によ
り消えてしまった塗装のラインを修繕する材料として開発しまし

劣化したアスファルトでも設置可能

た。アスファルトは劣化してしまうと塗装し直してもすぐに剥がれ
てしまうことがありますが、
「ブーブーライン」は釘を直接地面に
打ちとめて固定する新工法なので、劣化したアスファルトにでも
そのまま設置でき、耐久性も抜群です。また、線引きが難しく、
見えにくいロープを引く事しか出来なかった砂利の駐車場でも、
専用の釘を使えば簡単に設置できるので、現状のまま見えやす
いラインを引き直す事ができます。さらに、駐車してある車を移
動させることなく施工が出来るのも利点の一つです。
「ブーブーライン」は販売から15 年以上が経ち、種類を増やし、

砂利でも芝生でも施工可能

改良を加えながら、現在では年間 8,000 台もの駐車場に設置さ
れるようになりました。今後も更なる品質向上と施工効率などを
研究し、ユーザー様に喜んでいただける商品を造り続けてまいり

Data
代表者

代表取締役

板倉

正巳

本社

〒 578-0901
東大阪市加納４-8-47

代表番号

T E L. 072-963-1923
FAX. 072-963-1925

資本金
社員数

ます。是非、駐車場ラインを引き直す際には「ブーブーライン」
をよろしくお願い致します。

24 百万円
6人

URL

https://www.glaken.co.jp/

設立

1973 年
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プラスチック製品製造業

有限会社 創信工業
■この技術・製品が優れています

提案型のモノづくりで
お客様の満足と地域貢献を
東大阪にてプラスチック成型・加工業を営み、日々創意工夫、
自利利他の精神、革新と挑戦を理念として、お客様の要求を満た
す提案型の製品づくりに取り組んできました。当社が多くあつかう
硬質塩ビ（H-PVC）は、その性質上加工時に金型を腐食させるこ
とや専用仕様機を用意する必要があるため、対応企業は多くあり
本社工場

ません。そこで、当社はいち早く電動射出成型機で硬質塩ビ品を
製造することに取り組んできました。
また自社ブランド製品も手がけており、
『ペンデメクルン』は東
大阪ブランドにも認定され、メディアにも注目されました。大手小
売店などでも取り扱われています。環境に配慮したモノづくりにも
積極的に取り組み、
『ご当地縁（ゆかり）ECO お箸』も開発。原
料に使用する材料には、木材の他に代替えとして落花生の殻や、
琵琶湖の葦、神社やお寺のお堂の改築などで出た廃材など、その

ペンデメクルン

土地ならではの産物でつくることもできます。
日々のモノづくりはもちろん、提案や開発力を通じて、地域貢献
や社会的課題を解決していけるようこれからも邁進していきたいと
思います。

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

縁の下の力持ちから表舞台へ
ご当地縁（ゆかり）ECOお箸

Data

れています。
「作れるのは当たり前」の土壌ができているからこそ、
次のステップとしてPR力や積極的に売る力を磨かなければならな

代表者
本社
代表番号
資本金
社員数
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東大阪は中小企業が多く集まる“モノづくりのまち”として知ら

代表取締役

松本

永治

〒 578-0905
東大阪市川田 4-4-37
T E L. 072-966-5868
FAX. 072-966-3469
5 百万円
5人

URL

http://www.soushinkogyo.co.jp

設立

2006 年

いと日々感じています。縁の下の力持ちだけでなく、自社ブランド
を成長させ小さいところでもメーカーになれることを発信して、自
身の会社の名をもっと前に出す取り組みを行っていきたいと考えて
います。

プラスチック製品製造業

野添産業 株式会社
■この技術・製品が優れています

「ECO」と「循環型社会」
を真剣に考える会社
物が飽和状態なのに資源の限界が見えてきた昨今、これからの
社会を見据え、
「ECO」と「循環型社会」を経営理念に、社員一丸と
本社外観

なり歩んでいる野添産業です。当社では梱包資材及びストレッチフィ
ルムなどを販売しており、なかでもストレッチフィルムは販売から使
用済みストレッチフィルムの回収までを行っております。その回収も、
野添産業では有価にて買い取らせていただき、全国各地のお客様
に重宝していただいております。
また、ストレッチフィルムは国内5ヶ所にある物流センター（奈良/
名古屋/埼玉/神奈川/福岡）
にて回収し、国内3ヶ所（奈良/名古屋
/埼玉）の工場にてお客様のニーズに合ったポリエチレン・OEM製

埼玉工場

品、及び「スゴエコ袋」という当社オリジナルのゴミ袋を製造しており
ます。この「スゴエコ袋」はストレッチフィルムを原料としているので、
他の商品と比べ非常に耐久性に優れており破れにくい特性から、大
企業様の工場やアミューズメント施設様など、幅広いお客様にご支
持いただいております。
このように当社では「ECO」と「循環型社会」を真剣に考えるにあ
たり、営業所を国内6ヶ所（本社・東大阪/名古屋/埼玉/神奈川/福

スゴエコ袋

岡/鹿児島）
と全国各地に構えておりますので、お客様のご要望にも
フレキシブルに対応できる会社として歩み続けます。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

東大阪から「循環型社会」を目指す！

Data

東大阪に拠点を置き、創業当初より
「モノづくり」を生業とし、早

代表者
本社
代表番号

代表取締役

野添

一夫

〒 577-0006
東大阪市楠根 3-5-14
T E L. 06-6745-1501
FAX. 06-6744-4557

資本金

30 百万円

社員数

100 人

50余年。ストレッチフィルムを始め、他ポリエチレンを含む梱包用資
材を全国各地よりご注文をいただいております。また「ECO」を意識
し、当社では使用済みストレッチフィルムを回収し、自社で再生して
オリジナルのエコなゴミ袋「スゴエコ袋」をオンリーワン製品として製
造販売しております。この「スゴエコ袋」は東大阪ブランド製品とし

URL

http://www.nozoe-industry.co.jp

て認定され、幅広いお客様にご利用いただいております。これから

設立

1965 年

も野添産業は地域に密着した地元企業として東大阪と共に発展して
いきたいと存じます。
39

機械器具製造業

■この技術・製品が優れています
混 合
Mixing

破 砕
Crushing

供給・切出し・貯蔵
Supply, Feed, Storage

粉 砕
Granulation
分別・選別
Separation, Selection
微粉砕
Fine granulation

粉砕・破砕・解砕・微粉砕

測定・検出・制御
Measurement, Detection, Control

プラスチック製品用粉砕機として、ランナー専用、ランナー・小型

切 断
Cutting

組合せ粉砕
Multiple granulation

造粒・ペレタイザー
Pelletization

洗浄・脱水・乾燥
Rinse, Dehydration, Drying

環境問題から期待の新素材まで
「細かい物をより細かく」で応える

システム・プラントエンジニアリング
System Plant Engineering

成形品用、大形成形品用など粉砕対象物に合わせて、小型機から
大型機をシリーズ化し、ユーザー様の用途に合わせ粉砕物の輸送・

輸 送
Transport

「砕く」技術で社会に貢献

供給・混合機器などをセットにして製作・販売しています。また、環境
問題がクローズアップされている中、
ペットボトルや容器包装プラス
チックの回収品を、燃料や原料として再生するプラントには、解砕・
粉砕・洗浄・選別・脱水等の機器をトータルシステムとして、プランニ
ングから製作・据付まで手掛けています。
さらに、今後成長が期待できる素材としてセルロースナノファイ
バーが注目されていますが、
この設備にも粉砕機が採用されていま
す。
「細かい物をより細かく」剪断方式の極限に挑戦した、新型 XH-

産業廃棄物用大形破砕機

3060 形微粉砕機は切断時の発熱が少なく、材料の変質や劣化を
抑えた構造となってます。特に、低融点のプラスチック・ゴムや、確実
な切断が必要な植物系の微粉砕を得意としています。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

より良い会社環境づくり
ゼロエミッション活動に貢献していく
当社は、戦後の経済復興期に次々とプラスチック製品が生産され
る一方、大量に廃棄される端材や製品不良を見て「もったいない。
新型微粉砕機

を開発致しました。
また近年では、ペットボトルなど、廃棄プラスチッ

Data
代表者
本社
代表番号
資本金
社員数
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何とか再利用できないものか?」と考え、独自の「剪断式粉砕技術」

代表取締役

鈴木

雅之

〒 577-0066
東大阪市高井田本通 2-3-10
T E L. 06-6782-1281
FAX. 06-6782-4718

クの有効活用のための新製品を開発し、東大阪市からペットボトル
用粉砕機がトップシェアであることを認められ、
「東大阪ブランド」
の称号をいただくまでに評価していただいております。
東大阪市は交通インフラも整備され、協力会社も数多く存在してお

36 百万円

り、我々機械メーカーにとっては、非常に立地条件が整っております。

148 人

当社はこれからも東大阪市の企業、商工会議所の会員として、より

URL

http://www.horai-web.com

設立

1960 年（創業 1949 年）

良い会社環境づくり、ゼロエミッション活動に貢献していこうと考え
ております。

機械器具製造業

株式会社 ユタカ
■この技術・製品が優れています

小さな部品の欠陥も見逃さない検査
選別技術で日々の安全と科学の進歩
を支える
当社は、最高の品質が要求される日本というフィールドの中で、
本社工場社屋

パウダーのようなミクロン球、電子部品用途の超極小ねじから自動
車・建築用の大型ボルトなど、あらゆるパーツの検査選別を手掛
ける装置メーカーです。創立以来、妥協を許さない探究心と高度
技術力で次々とお客様の想像を形にしてきました。
市場には多くの製品が世に出回っていますが、その製品は一つ
一つの小さな部品が集まって出来ており、その一つの部品に欠陥
があれば、大きな事故に繋がります。特に近年の IT 関連機器に
おけるサブミクロンで加工された超微細部品の品質保証は最重要

ガラステーブル式検査装置

課題です。当社は高分解能レーザーセンサー・独自の 3D レンズ
特殊仕様カメラ技術・超精密部品加工および精密組立技術、装置
向け社内ソフトによるトータル検査システムで精密・確実な自動検
査選別を可能にしています。
今後も培ってきた経験、独自の技術、ユニークなノウハウを武
器にお客様のニーズにあった検査装置を提案し、自動車産業、次
世代コンピューター・高度医療機器・航空宇宙産業などの科学の
進歩を支え、社会に貢献してまいります。

ねじ・ボルト検査装置

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

近隣企業と連携を密にし
東大阪を盛り上げていく

Data
代表者
本社
代表番号

代表取締役

安田

憲司

〒 579-8037
東大阪市新町 24-12
T E L. 072-984-6246
FAX. 072-981-8016

資本金

10 百万円

社員数

15 人

URL

http://www.tech-yutaka.co.jp

設立

1991 年 ( 創業 1968 年 )

東大阪はモノづくりの街というだけあり、技術力のある企業が多
数あります。
当社の装置にも高精度の加工を必要とする部品が多く、社内で
はできない加工を近隣の協力会社に委託しております。
こうしたネットワークが構築できるのも東大阪だからこそだと思
います。これからも近隣の企業と連携を密にし、地元東大阪を盛
り上げていきたいと思います。
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機械器具製造業

■この技術・製品が優れています

オンリーワンメーカーを目指して。
パワーツールのヨコタ工業
エアツール（空気動工具）メーカーから、パワーツール（電
動・空気動工具）メーカーへ。
社屋風景

1919年創業。長年エアツールのヨコタ工業として実績を重
ね、特に自動車メーカーを中心に、締結トルクを管理できる
ツール（システムレンチ）を数多くご使用いただいております。
近年ではエネルギー環境や作業環境に配慮されるお客様が多く、
電動工具やバッテリー工具を求めるニーズが日々高まっております。
それらのニーズに応えるべく、当社でも電動/バッテリー仕様
の締結工具（システムレンチ）の開発を進めてまいりました。
従来の電動工具では、求められる高トルクが得られず、トルクを
上げるために変速ギヤを用いる方法が一般的となっていますが、
変速ギヤをつければ、工具自体が大きく、重くなり、大きなギヤ
音や振動、反力も発生します。高いエネルギー効率とより良い作

電動システムレンチ e-M シリーズ

業性を得るために、作業工具に特化した電動モーターを自社開発
し、変速ギヤを使用せずに幅広いトルクレンジに対応した小型・
軽量・低騒音・低振動・低反力を実現した締結工具（システムレ
ンチ）を発売し、多くのお客様から好評を得ております。
これからもお客様のニーズに応えるオンリーワンメーカーを
目指します。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

モノづくりの街、東大阪の地で７5年。
バッテリーシステムレンチ YS-e シリーズ

東大阪市制50周年、東大阪商工会議所設立80周年、真にお

めでとうございます。

Data
代表者
本社
代表番号

代表取締役社長

横田

孝久

〒 578-0947
東大阪市西岩田 3-5-55
T E L. 06-6788-1261
FAX. 06-6781-4519

資本金

80 百万円

社員数

140 人

URL

http://www.yokota-kogyo.co.jp

設立

1919 年（創業）

当社は1919年に創業し、お陰様で来年100周年を迎えます。
創業地は港区（現在の市岡）ですが、1943年には布施（現在の高
井田）に、1962年には現在操業している西岩田（八戸ノ里）に本
社・工場を移転し、東大阪の地で75年間操業してまいりました。
モノづくりの街、東大阪で長年工具製造を生業に出来たこと、
光栄に思います。
ISO14001を取得し、環境に配慮した事業所を展開するとと
もに、インターンシップの実施などを通じて、これからも地元
に根差した活動を推進してまいります。
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レッキス工業 株式会社
■この技術・製品が優れています

配管用機械器具のトップブランド
2015年に創立90周年を迎えたレッキス工業は、配管用機械器具
メーカーとして、特に水やガスなどの配管工事で人々のライフラインを
支えてきました。さらに近年は配管のケア分野を製品のラインアップに
社屋と創業者（1935 年頃）

加え、
「PIPING SOLUTION」を合言葉に、あらゆる配管のトラブルや
課題の解決にチャレンジしています。また、アフターサービス面では全
国のどの現場でも30分以内で消耗品が入手できるサービス網の構築
を目指し「レッキス在庫店網」の充実を推進しています。こうした活動を
通じて、パイプねじ切り機のシェアを維持・向上させ、現在でも約65％の
市場シェアを堅持しています。
近年では日進月歩で進化する配管材や施工技術に対応する一方で
「切削ねじ」の弱点を克服・進化させた「転造ねじ」を開発しました。この
「転造ねじ」は耐震性や環境に優しい工法としての実績が認められ、

工場内（1935 年頃）

2010年版の国交省公共建築工事標準仕様書においてポリ粉体ライニ
ング鋼管での使用が許可され、給水配管分野に急速に普及が進んでい
ます。
「転造ねじ加工機」はレッキスのオンリーワン製品です。
また、配管材料の変化では耐震性・耐久性に優れたポリエチレン
（PE）
管がガス配管に加え配水本管へと採用が進んでいますが、このポリエ
チレン管をつなぐために必要なコントローラでもトップシェアを誇り、
「ポリエチレン管用機械器具の総合メーカー」としても社会に貢献でき
るモノづくりに邁進しています。

本社工場外観（現在）

Data
代表者

代表取締役社長

宮川

純一

本 社 〒542-0086
大阪市中央区西心斎橋1-4-5
本社工場 〒578-0948
東大阪市菱屋東1-9-3
代表番号

T E L. 072-961-9870
FAX. 072-961-9824

資本金

90 百万円

社員数

連結：300 人

単体：180 人

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

本業を活かしたCSR活動を通し
て社会と東大阪に貢献する
当社の障がい者雇用の歴史は古く70年以上が経過しました。現在で
も、10.3%という高い雇用率を誇ります
（2016年度末）
「
。大阪府布施
障害者雇用対策協議会」の事務局を工場内に置き、周辺企業で働く障
がい者の支援や、これから働こうとしている学生たちへの応援もしてい
ます。又、各支援学校からの工場見学や職場実習、さらに東大阪市内の
高校に
「デュアル総合学科」があり授業の一環として生徒の年間研修も

URL

http://www.rexind.co.jp

積極的に受け入れています。こうした活動の中から作業改善のヒントが

設立

1925 年（創立）

得られることもあり、今後も本業を活かしたCSR活動を通して、より良
い職場づくりと地域貢献に取り組んでいきたいと考えています。
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モンキレンチ製造開始から 90 年

オートリベッティングユニット「ARU111M」

■この技術・製品が優れています

創業130年 モンキレンチ製造開始90年
1928 年、それまで工具といえば海外からの輸入品や工場職人による手作りが主流で、高価で簡単に手に入るもの
ではありませんでした。そこから私たちは、手ごろな価格、高品質、誰もが使える工具をつくり、職人さんたちのお役
に立ちたいという強い思いから、全型打鍛造による汎用性の高い国産初のモンキレンチの製造に成功しております。
製造開始から 90 年経った今も、当社のモンキレンチは完全な品質管理と長年培われた鍛造ノウハウをもとに、
当社の看板商品となっております。
また、
年々高まるブラインドリベットの自動締結のご要望を受け開発したオートリベッティングユニット
「ARU111M」
は、これまで自動化が難しかった部位へのリベッティングを多関節ロボットと組み合わせることで実現。
2018 年に創業 130 年を迎えましたが、その歴史におごることなく当初の思いを継続し、高品質で使い勝手の良い
工具を手頃な価格で作りながらも、
挑戦を忘れず、
常に進化し続け、
お客様にご愛用いただけるよう努力してまいります。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

モノづくりへの想いを子供たちへ

Data
代表者
本社
代表番号

代表取締役社長

地引

俊爲

〒 579-8053
東大阪市四条町 12-8
T E L. 072-980-1110
FAX. 072-984-3722
商品に関するお問い合わせ
T E L. 072-980-1111

（

当社では、東大阪市の小中学校の企業見学の受入れや、東大
阪市が実施している「モノづくり教育支援事業」の一環として、市
内小学校において、工具の使い方体験

）

資本金

960 百万円

社員数

連結：181 人 単体：93 人
（2017 年 3 月現在）

URL

http://www.lobtex.co.jp/

設立

1923 年（創業 1888 年）

教室を実施しております。
モノづくりの楽しさ、素晴らしさ、モ
ノを大切にする心などを子供たちにお
伝えしたいと取り組んでおります。将
来、自分でモノづくりをしたり、モノづ
くりの仕事がしたいと夢見る子供たち
が 1 人でも増えればと考えております。
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鎌田信号機 株式会社
■この技術・製品が優れています

電気、表示、信号を通じて
社会インフラに貢献します
当社は、変圧器、LED情報表示機器、駐車場信号システムの
太陽光発電用絶縁変圧器など各種変圧器

設計、製造を通じて社会に貢献するメーカーです。官公庁を含む
お客様や実際に使用される方のニーズに応じた商品設計を行いま
す。変圧器とは、交流電力の電圧の高さを電磁誘導により変換す
る銅線コイルと鉄心から構成されるシンプルな機器ですが、独自
の製造ノウハウでお客様への信頼と安心を届けます。LED情報
表示機は、消防署の緊急車出動灯をはじめ、冠水注意表示、緊
急地震速報、落雷注意表示、温度・湿度表示、一般的な案内表
示、野球スコアボードなどのスポーツスコア表示などさまざまなバ
リエーションがあり、用途に応じた設計、製造を行います。駐車場
信号システムでは、車が出車する際に鳴動表示する出庫注意灯か

緊急車出動灯など LED 情報表示機器

ら量販店向け立体駐車場の信号システムまで提案を含め提供して
います。出庫、入庫など車が通過する際の方向を検知するために
は、従来のビームセンサーでは通常2個×2組が必要となりますが、
それらを1個のレーザーセンサーで行うなど最新の技術も搭載して
います。応用として、トラックターミナル在車表示システムやごみ
処理場内のトラック行先案内表示などの車路管制も提供します。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

トラックターミナルなど駐車場信号システム

省エネ、災害対策関連分野に
積極的な事業展開を図りたい
東大阪市制50周年、東大阪商工会議所80周年おめでとうござ

Data

います。当社は、1947年大阪市城東区で創業し、1980年東大阪

代表者
本社
代表番号

代表取締役社長

秀浦

宣夫

〒 577-0063
東大阪市川俣 1-16-35
T E L. 06-6789-1181
FAX. 06-6789-1180

資本金

30 百万円

社員数

40 人

URL

http://www.hallo-signal.co.jp

設立

1957 年

市に本社を移転し、40年近い歳月が経ちました。移転当時と比べ
ると交通インフラが整備され活動しやすい地域となりました。お
客様からご注文をいただき製造された商品を全国に出荷していま
す。東大阪市は全国屈指の中小企業の街と言われあらゆる産業の
集積地です。製造業には最適な街といえます。今後とも地域産業
の発展に貢献してまいります。
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協同電磁機工業 株式会社
■この技術・製品が優れています

電磁機器のパイオニア・
オンリーワンの製品づくり
当社は、
「誘導加熱装置」
「電磁チャック」
「脱磁機」を中心にニー
ズに合わせたオーダーメードの製品を設計・製作しております。
＜誘導加熱装置＞金属部品を深部より短時間で加熱

「誘導加熱装置」
磁気誘導と渦電流に依る極低周波の誘導加熱で、深部ま
で短時間で加熱します。プラスチック金型/ダイカスト金型
その他の予熱・自動車及び産業用部品等あらゆる金属部
品の焼き加熱・ベアリング類の焼嵌め等、コスト低減・利
益拡大に大きく貢献すべく当社独自の加熱装置を設計製
作致します。
「電磁チャック」

＜超強力型電磁チャック＞ 超強力な着磁力

近年開発した超強力電磁チャックは、大幅に加工時間を
短縮し微弱な電流で高精度・高着磁力を誇り、吸着力の
安定した当社独自の技術を持って設計製作致しております。
「脱磁機・脱磁装置」
減衰式脱磁方式にて2秒で0.3～0.5ミリテスラ（3～5ガウ
ス）以下の脱磁能力を誇り、超省エネで脱磁特性に非常
に優れた、当社独自の脱磁機を設計製作致します。
今後もお客様のご要望に可能な限りお応えし、未来志向の技術
を提供していく所存でございます。

＜脱磁装置＞ 2秒で５ガウス以下の脱磁能力

Data
代表者
本社
東大阪工場
TEL
FAX
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代表取締役

鮫島

弘

〒 631-0062
奈良市帝塚山 1-23-3
〒 578-0903
東大阪市今米 1-16-8
0742-41-0455
（本社）
072-963-0471
（東大阪工場）
072-963-2074
（東大阪工場）

資本金

10 百万円

社員数

14 人

URL

http://www.kyoudou.jp

設立

1969 年

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

創業49年、確かな技術と
実績を持つ専門メーカー
当社は1969年に東大阪市にて創業し、お陰様で今年創立49年
を迎えることが出来ました。
「モノづくりのまち 東大阪市」と共に、ニーズに合わせたオー
ダーメイドの「モノづくり」に専念し、今日まで努力してまいりまし
た。2003年には「東大阪モノづくり大賞」の銅賞をいただき、当
社独自の技術を高く評価いただいておりますことに深く感謝致して
おります。今後も「オンリーワンの製品づくり」を目指し、挑戦・
改革・情熱の姿勢で、日々邁進していきたいと思っております。

電気機械器具製造業

日之出電機工業 株式会社
■この技術・製品が優れています

人々の安全と安心を守る 53年の実績
1965年の創業以来各種防災設備関連の製作に携わってまいり
ました。強みは商品立ち上げの調査から設計、設計から板金・加
工・組み込みの製造、そして豊富な設備・器具による検査までの
総合生産を一貫して行える点にあります。特に得意分野のステンレ
本社外観

ス製品の板金加工では1個からの小ロッド、最短納期で対応でき
る体制を整えています。アクリル、塩ビ、樹脂製品でも、協力業
者と連携し製造できます。お客様の信頼に応えるべく、
「よい品
物を、早く、安く」をモットーに、ご要望に最も適した使いやす
い商品を提供してきたものと自負しています。
防災関連企業様との53年の関係の中で、ありとあらゆる要望
に対応してきた実績により培ってきた技術と高い信頼があります。
人々の安全と安心を守るために、ますます多様化・高度化する情

製缶設備

報社会に対応した商品を開発し提供すべく、今日まで培ってきた
ノウハウをベースに今後もメーカー各位のご要望・ご期待に応えて
いきたいと思っています。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

地域の発展とともに
環境に優しい企業でありつづける
待機組立工場

「人々の安全と安心を守る」をスローガンに、防災関連機器の
製造を通じ、社会に貢献してきました。常にお客様第一に考え、
スピーディーな対応、的確なアドバイス、高い品質を提供できる
よう切磋琢磨しています。そのために、日々進歩し続ける技術、

Data

多様化する状況に対応できるようアンテナを張り巡らせ、社員一

代表者
本社
代表番号

代表取締役社長

下垣

克行

〒 577-0053
東大阪市高井田 9-1
T E L.06-6781-5885
FAX.06-6789-8997

資本金

10 百万円

社員数

25 人

URL

http://hinode-denki.co.jp

設立

1965 年

人一人の意識改革を図り、心を込めたモノづくりに取り組んでいま
す。
53年の防災一筋の歴史で築かれた基盤を宝に、新たな挑戦を
続け、今後も地元東大阪市の発展とともに地球環境に優しい企
業であり続けていきます。

47

電気機械器具製造業

■この技術・製品が優れています

「室内空気」を科学する！快適で健康な住環境を提案
住宅用換気システムやオーニング、外壁材と数多くの製品を手掛け快適、健康で環境にも優れた住空間をつくるシス
テムやサービスを提供しています。主力製品のダクト式全熱交換型換気システム
「澄家Ecoシリーズ」
は業界最高レベルの
90%熱交換性能を有し、冷暖房の省エネルギー化に貢献しています。更に、ハイブリッドシステムと組み合わせた「澄家
Eco-Sハイブリッド」
は3年連続で経済産業省「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業」
のプラス・ワンシステムに認定
されるなど高い評価をいただいています。
営業担当者が気密測定技術や温熱環境に関する知識を有しているのも強みで、工務店が施工時に直面する「断熱の使
用が決定した後の必要冷暖房能力」
「結露発生時のトラブル」
などにも技術提案を行い問題解決できます。
これからも社名の由来でもある“More Amenity and Healthy Building by Ecological System
（エコロジカルなシ
ステムによってより快適で健康な建物を作る）
”を基本理念にお客様目線に立ったオリジナルの商品開発を続けていきます。

澄家 DC90

安心・安全で簡単・低コスト、さらに超効果的。
夢の換気方法「澄家シリーズ」

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

最適なモノづくり環境から
世界に向けて技術を発信する

Data
代表者
本社
代表番号

代表取締役

本田

善次郎

〒 578-0982
東大阪市吉田本町 2-3-30
T E L.072-962-3787
FAX.072-962-3788

資本金

15 百万円

社員数

64 人

URL

http://www.mahbex.com

設立

2001 年

東大阪には技術力のある企業が多く集まっており、当社も製品部材の多く
を市内の協力会社さまから提供いただいています。最適なモノづくり環境の
中、会社設立から13年半で換気システムを中心に特許は24件出願。その
実績から「大阪ものづくり優良企業賞」の知的財産部門賞をいただきました。
大学対抗建築コンペ「エネマネハウス2017」では技術提供を行った近畿大
学さまの「エネマネRハウス」が、
「優秀賞」を受賞されるなど、産学連携にも
力を入れています。今期から中国・韓国への輸出も始まりました。東大阪の
地で今後も成長しながら、世界でも勝負できる製品を作り続けていきます。
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三河電機 株式会社
■この技術・製品が優れています

受配電設備の設計・製作からメンテまで
「お待たせしない」がモットーです
受配電設備の設計から製作、その他付帯電気工事、設置前の
試運転から設置後のアフターメンテナンスまでを、一連で対応する
企業です。主な製品は、キュービクル式高圧受電設備・高低圧配
メンテナンス性を考慮した内部設計

電盤・制御盤・分電盤・接続端子箱・FAライン用制御盤・電子回
路など。つねに顧客本位の発想で、フレキシブルなアッセンブリー
技術をもとに顧客の課題を解決してきました。安全性はもちろんの
こと、コンパクト性、顧客設備や操業状態から計算したムダのな
い容量と設備設計、内部をクモの巣配線にせず銅バー（ブスバー）
を活用し保守・点検性に優れた製品に仕上げるなど、細部にこだ
わった製品を安価に供給するモノづくりを志向しています。そして
最大のモットーが、お客様をお待たせしないことです。製品の短

高圧設備にも対応

納期とメンテナンスの即時対応を徹底。また、即時納入可能な在
庫をホームページで検索可能にし、急なニーズにも対応できる体
制を整え、電力の安定供給をサポートしています。

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

産業界のイノベーションに貢献
自宅で1969年に操業し、プレハブの工場、鉄骨の工場、現在
大型設備の実績も豊富

の本社工場・第二工場の２拠点体制へと、モノづくりのまちであ
る東大阪市で常に成長し続けてきました。東大阪商工会議所の人
脈を通じて知己を得た多くの経営者から、決断力や経営ノウハウ
を参考にさせていただきました。

Data
代表者
本社
代表番号

代表取締役社長

樽本

文男

〒 578-0905
東大阪市川田 4-2-6
T E L.072-963-5675
FAX.072-965-6939

我が社も2020年に操業50周年の節目を迎えます。製造現場は
今、ロボットを活用した自動化と24時間稼働への流れが加速し、
受配電設備もまたそれに合わせた更新が必要となっています。い
かに無駄がない受配電設備をつくるか。これまで蓄積したアッセ

資本金

20 百万円

ンブリー技術をさらに磨き上げ、産業界のイノベーションに貢献し

社員数

65 人

ます。

URL

https://www.mikawadenki.co.jp/

設立

1971 年
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株式会社 アオキ
■この技術・製品が優れています

航空機部品製造の技術を活かした
モノづくりを提共します。
1961 年 6 月に創業し 57 年目を迎えています。創業時は農業機
械部品にはじまり建設機械、造船、プラント、油圧機器、ロボッ
ト部品、航空機部品と生業を変えてきています。世のトレンド変化
代表取締役

青木 理

取締役会長

青木 豊彦

に柔軟に対応してきました私達アオキの行動指針は「ピンチをチャ
ンスにとらえれば勝てる」です。激しく環境が変化しているときこ
そチャンスが生まれると考えています。
現在は航空機産業が主たるフィールドですが、近い将来に向け
て「医」・
「食」・
「住」のフィールドにおいても社会貢献を果たすべ
く推進しています。
また当社は 2009 年 1 月に夢と希望を乗せ打ち上げた「まいど
1 号」制作の主管企業でもあります、
「まいど 2 号」ではないですが、

株式会社アオキ本社工場

世界初の垂直離着陸型の無人飛行機制作で「夢」と「希望」の実
現に向け挑戦しています。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

「誇れる街 東大阪」実現に向けて!
当社は毎年修学旅行生等の工場見学を受け入れています。工場
VTOL 型無人飛行機

見学の前には必ず東大阪市内での史実や、モノづくりの起源等を
紹介、市内の事業所数は 6,500 あり「人工衛星」から「歯ブラシ」
までと云うキャッチフレーズで他都市とは違う中小製造業の集積地
「モノづくりのまち」を PR し、ラグビーの聖地である花園ラグビー
場の所在地で 2019 年ラグビーワールドカップ開催地であることも

Data

紹介し「モノづくりのまち・ラグビーのまち東大阪」の認知率 UP

代表者
本社
代表番号

50

代表取締役

青木

理

〒 577-0065
東大阪市高井田中 5-7-3
T E L. 06-6781-5141
FAX. 06-6781-3921

資本金

10 百万円

社員数

30 人

URL

http://www.aoki-maido.co.jp

設立

1961 年

に努めています。同時に工場見学の受け入れが若者達に「モノづく
り」に興味をもって貰い製造業の拡大の一助になればとの思いで
今後とも事業活動を進めてまいる所存です。
最後に東大阪市制 50 周年、東大阪商工会議所 80 周年おめで
とう御座います。

輸送用機械器具製造業

株式会社 エヌエスシイ
■この技術・製品が優れています

最先端のダイカスト製品を供給する
グローバル企業
“基本に徹し、大胆な発想を迅速

且つ大胆に実践し

お客様から信頼を勝ち取る NSC グループをめざす”
自動車向けアルミダイカスト部品

当社は創業以来、最先端のダイカスト製品を供給してまいりま
した。特に電子機器部品の製造で培った精密技術を自動車部品
製造に展開し、現在では自動車部品が売上の大部分を占めており
ます。お客様がグローバル展開を進める中で当社も積極的に海外
進出し、日本、中国、タイから、超薄物、超耐圧部品など最先
端の製品のグローバル供給体制を整え、順調に業績を伸ばしてお
ります。
金型の設計製作から鋳造・加工までの一貫生産体制に加え、
グローバル化への対応、弛まぬ改善への取組みがエヌエスシイを

全国の元気なモノ作り中小企業 300 社

支える大きな力となっています。モノづくりは日々の積み重ねが必
要な地道な世界です。量産、試作他すべての工程においてノウハ
ウをコツコツ積み重ねることによりすばらしい製品が生み出され、
強さとなっています。 モノづくりの面白さを日々の糧としながら、
ダイカスト技術を徹底的に追求し、最高品質のダイカスト製品を
全世界へ供給できるように、さらに努力する所存です。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

大阪ものづくり看板企業 193 社

東大阪でモノづくりの醍醐味を味わおう
東大阪（本社）では、ダイカスト金型の設計製作と技術センター
（金型設計技術・機械設計技術・工程設計技術・鋳造技術・機

Data

械加工技術・測定検査技術）の役割を担っています。

代表者
本社
代表番号

代表取締役社長

西村

康宏

〒 577-0025
東大阪市新家 1-3-7
T E L.06-6789-1118
FAX.06-6785-5555

資本金

30 百万円

社員数

連結 :3,910 人

単体 :314 人

URL

http://www.nsc-osk.jp

設立

2001 年

モノづくりには困難がつきもの、他社と同じものを作っていては
評価されないし、より高度な顧客のニーズに応えるためには技術
的な検討を積み重ね、新たな開発を行うしかない。当然「壁」に
ぶち当たるが技術者が一体となって「壁」を乗り越えた時、製造
業としての醍醐味が味わえるはずです。
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清和工業 株式会社
■この技術・製品が優れています

「一歩一歩前進」を肝に
真の
“モノづくり”に専念
当社は自動車、建設機械、農業機械、産業機械、船舶機械用
配線回路システムの部品・用品製品のメーカーとして、一つ一つの
高いシェアのプラグセット

品質・機能性、あらゆる要素に妥協を許さない姿勢で、お客様と
の強い信頼関係を築き上げ、活動の場を多方面へと拡大してまいり
ました。バッテリー用ブースターケーブルは、日本のシェア50%。日
本車の補修用イグニッションケーブルセットの生産量も日本一の実績
を持ちます。特に主力の一つであるスパークプラグセットにおいては
自動生産システムを構築し、高品質と多品種生産の両立を実現し
ています。他社とは根本的に違う独自の加工方法により年間約150
万セットながら、1セットからの注文にも対応できます。
目指すのは、物質的な満足だけでなく、心の満足を提供するこ
と。常にニーズを捉え、本質を見極めて製品を創り上げること。こ

バッテリー用ブースターケーブル

れらを今まで以上に意識し、真の“モノづくり”に専念したいと思っ
ております。
今後も社訓の通り
「一歩一歩前進」を胆に銘じ、歩み続けて行き
ます。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

工場作業風景

経営理念の精神のもと成長し続け
地域社会に貢献
東大阪市市制50周年、東大阪商工会議所80周年を迎えられた

Data

こと誠におめでとうございます。当社は、東大阪の地に1946年創

代表者
本社
代表番号

52

代表取締役社長

中塚

正捷

〒 578-0935
東大阪市若江東町 6-6-12

業以来、
「堅実な経営・誠実な会社」を指針とし、自動車電装品関
連製品の開発、製造に努めてきました。おかげさまで現在では日本
国内だけでなく、世界中のお客様に当社の製品を使っていただいて

T E L. 06-6722-8651
FAX. 06-6721-0321

おります。 今後も経営理念である、誠真実な心、親和協調の心、

資本金

15 百万円

社員数

120 人

自然順応の心で成長し続け、地域社会に貢献してまいります。

URL

http://www.seiwa-oj.co.jp/

設立

1946 年
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株式会社 フセラシ
■この技術・製品が優れています

機能を支えるパーツから、
価値を生み出すパーツへ

地球にやさしい
先端技術

Fuserashiは日本の自動車メーカーで作られる車のねじ部品
を数多く手掛けています。これら多種の精密ナットで利用され

Fuserashi の環境基準

る圧造・鍛造技術を駆使し、様々な自動車部品を開発・製造し
ております。
主力事業の一つである精密ナットの分野においては、自動車
関連部品を中心に1万種類、年産29億個を製造しており、ナッ
ト専業メーカーとして世界トップのシェアを誇ります。ナット
も形状がより複雑となり、また自動車の高性能化が進むにつれ
て、要求される精度も厳しくなってきました。そうした中、当
社は独自の技術力と柔軟な発想で精度と品質を一段と高め、今

Fuserashi の理念・ビジョン

後は更なる精密パーツを造り続ける事を求め続け、新しく最先
端の機能部品や電動化部品への分野への「モノづくり」に挑戦し
ております。

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

常に他より一歩前に進む
をモットーに100年企業を目指して
電動化製品

フセラシは元々、
「布施螺子（ふせらし）」という漢字で表記された
会社でした。その漢字を分解してみると、
「布施」と「螺子」に分けら
れます。 現在の本社所在地である東大阪市は3市（布施市、河内
市、枚岡市）
が合併したものであり、その地名より
「布施」が名付け

Data

られ、また「螺子（らし）」は「ねじ」を漢字で表したものです。

代表者
本社
代表番号

代表取締役社長

嶋田

守

〒 577-0053
東大阪市高井田 11-74
T E L.06-6789-7121
FAX.06-6781-1734

資本金

300.3 百万円

社員数

連結：1,143 人

単体：577人

URL

http://www.fuserashi.com/

設立

1943 年（創業 1933 年）

現在はネジ部品から機能部品への移り変わりとともに漢字ではな
く、社名もカタカナに変わりましたが、本社所在地は変わらず布施
（東大阪市）
であり、今年で創業してから85年を迎えます。
当社は15年後の100周年に向けて社是でもあります
『常に他より
一歩前に進む』
をモットーに東大阪の発展に貢献していきたいと考え
ています。
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■この技術・製品が優れています

「いつもあなたの足もとに・・・」
高品質なキャスターをお届けします。
1977年、ユーエイキャスターは産業用キャスターの開発・生産
を開始。以来、40年にわたり新たな材料研究と最先端の製造技術
を幅広く蓄積してきました。
オーダーメイド中心のラインアップ

そして、お客様のご要望をカタチにすべく、製品の設計力を高
め、100％ご満足いただけるモノづくりを追求してきました。
また、
「金型の設計製造」から「プレス加工」、
「樹脂インジェクショ
ン成形」といったキャスターに必要な部品から最終製品までを自社で
一貫生産できる、日本でも数少ないキャスター総合メーカーへと成
長しました。現在は6000種類以上のキャスターを生産し、そのうち
約70％がオーダーメイドです。製品の用途に合わせて、最適な材
料を選定。樹脂パーツを射出成型する最新技術を導入し、大量生

メイドインジャパンの技術

産から少量生産まで対応できる柔軟な製造を可能にしています。
これまで国内３工場（奈良池沢工場、奈良額田部工場、福岡工
場）、海外２工場（蘇州工場、上海工場）
で生産を行ってきました。
年々増加する受託製造依頼に対応するため、設備投資による生産
能力の増強と、ニーズが多様化する市場に向け、デリバリーの強化
を図るため、2017年関東工場を新設することとしました。 関東工
場に新工場を置くことによって、東日本のお客様にもより迅速な対応

2017 年 11 月関東工場開設

でお応えしてまいります。
今後は、海外でも東大阪発メイド・イン・ジャパンの高品質で信
頼性の高い製品を海外にも広めてまいります。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

Data
代表者
本社
代表番号
資本金
社員数

54

代表取締役社長

雄島

耕太

〒 578-0965
東大阪市本庄西 1-8-39
T E L. 06-6747-5607
FAX. 06-6747-5608
83 百万円
310 人

URL

http://www.yueicaster.co.jp

設立

1977 年

東大阪からの「信頼性第一のモノづくり」
ユーエイキャスターは東大阪市に本社をおく、キャスター専門

メーカーとして高品質な製品をお届けしています。東大阪が発信
するブランドとして常に信頼性を第一に考えたモノづくりを行って
います。
今後も東大阪の発展に貢献できるよう、キャスターメーカーと
して解決できることを追求し、お客様に価値を認めていただける
業界ナンバー 1 企業を目指してまいります。

生産用機械器具製造業

BIG DAISHOWA 株式会社
■この技術・製品が優れています

世界のモノづくりを支える
総合ツーリングメーカー
当社は、会社設立50周年を迎えたツーリング（工作機械用工具
保持具）の国内トップシェアを誇る会社です。
当社のツーリングは航空機や家電、自動車から携帯電話まで、
あらゆるメーカーが自社製品を作るうえで欠かすことができない工
国内トップシェアのツーリング

具で、
“ビッグ”ブランドとして世界に広く知られています。工作機
械と一緒に使用され、1ミクロン（1000分の1ミリ）という加工精
度を実現しています。
また、加工だけでなく精密測定機器やFAシステム・ソフトの開
発も行い、ユーザーの生産性向上にトータルで取り組んでいます。
企業テーマは「高品位合衆国」。高精度商品を要求されるツーリ
ングメーカーとして、従業員一人ひとりが質の高さを追求する技能
集団となることを目指しています。海外との技術提携と積極的な研

測定・計測関連製品

究開発を原動力に、東大阪の工場のほか、淡路島に7か所の工場
を有する生産網を築いています。営業部門と技術開発部門と生産
部門がタッグを組み、お客様からのニーズに必ずご満足いただけ
る製品を提案し続けてまいります。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

日本のモノづくりがここにある
中小企業の街「東大阪市」が誕生し50年、当社も創業50年が
淡路第2工場

たち、東大阪市とともに発展をしてまいりました。また、東大阪市
の中小企業の育成および発展に寄り添い、モノづくりの街「東大

Data

阪市」を支えてこられた東大阪商工会議所の功績を讃えたいと思

代表者
本社
代表番号

代表取締役

仲谷

穣治

〒 579-8013
東大阪市西石切町 3-3-39
T E L.072-982-2312
FAX.072-980-2231

資本金

95 百万円

社員数

620 人

URL

http://www.big-daishowa.co.jp

設立

1967 年

います。当社も2012年に東大阪モノづくり大賞の最優秀である金
賞を受賞するなど、多くのご助力をいただいてきました。今後も技
術力ある企業があつまるこの街のネットワークを活かし、盛り上げ
ていきたいと考えています。
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■この技術・製品が優れています

常に極限に挑戦し、
新たな“ながれ”を創り続ける
1930年の創業以来、フジキンは「常に極限に挑戦し、技術
の究極を超えること」を企業ポリシーとし、特殊 精密バルブ機
器と超精密ながれ（流体）制御システムのトップランナーとして、
半導体製造装置向けは組立と検査も
クラス１ ウルトラスーパー クリーンルームで行う

陸・海・空・宇宙の多彩なフィールドに製品を供給しています。
常に極限を超える。それは私たちのDNAとなっています。昨今
の半導体デバイスの驚異的なペースでの集積化を背景に、AIと
IoTが新たな“ながれ”となって私たちの生活に浸透しています。
半導体製造に必要な超精密ながれ（流体）制御システムの果た
す役割もますます大きくなってきています。技術が飛躍的に進化
していく中、フジキンも高いレベルで新たな潮流に乗れるように
挑戦し続けます。注目の新エネルギーである水素や燃料電池向
けの超高圧（99.9MP）バルブ、チョウザメの完全養殖、超音波

チョウザメの完全養殖、医療機器などの
ライフサイエンス事業

診断装置や遠隔医療システムを基盤とするライフサイエンス事業
などは、フジキンのさらなる跳躍の原動力となっています。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

東大阪工場を再稼働、半導体製造
装置向け精密バルブ・継手を増産
2017年2月、生産停止していた大阪工場東大阪（大阪府東大阪
市）に清浄度世界一を誇るクラス1のウルトラスーパークリーンルー
Data

水素や燃料電池向けの超高圧バルブ、継手

代表者
住所
代表番号

56

代表取締役

兼

CEO 小川 洋史

〒 577-0015 東大阪市
長田 3-9-21 大阪工場 東大阪
T E L.06-6787-2201
FAX.06-6787-4541

ムを整備、部品加工のマシニングセンター（MC）も導入して、半
導体製造装置向けの精密バルブや継手の生産のため、再稼働し
ました。つくば先端事業所（茨城県つくば市）、大阪工場柏原（大
阪府柏原市）の主力2拠点に加えて、大阪工場東大阪の復活で需
要旺盛な半導体製造装置向けの増産余力を確保しました。約200
平方メートルのクリーンルームを新設し、MCを10台導入。IoT関

資本金

5,400 百万円（グループ合計）

連の開発品の生産方法、加工工程、品質チェックや、社内向けに

人員数

4,157 人（グループ合計）

IoTを活用した生産技術の開発にも取り組んでいます。今後、更な

URL

http://www.fujikin.co.jp/

設立

1954 年

る新棟建設を予定しております。

生産用機械器具製造業

村田精工 株式会社
■この技術・製品が優れています

あらゆる産業の省力化・自動化に
トータルシステムで対応
当社は製造現場における自動化・省力化に欠かせない部品整列
供給装置パーツフィーダを主力製品としております。パーツフィー
ダは、自動車・家電・弱電・医療・食品・建築資材など、国内外
５０年の匠の技が生み出すパーツフィーダ

問わず、あらゆる産業の生産工場において使用される、省力化設
備には欠かせない装置。部品を整列するためのツーリング技術は
まさに匠の技といえます。更に、お客様の求める様々なニーズを形
にするため、カメラやロボットを使用したパレタイズ装置や画像検
査機、組立機、計数・包装機など、周辺装置にも開拓者精神で一
から設計製作に取り組んでいます。
創業以来、常に新天地を求め、独創的かつユニークな商品作り
を目指してまいりました。主力であるパーツフィーディング技術や

オーダーメイドのＦＡシステム

柔軟な発想力を大いに発揮した稼働率の高い自動機を製作し、お
客様の省力化にオーダーメイドで貢献しております。
50年以上、様々な産業の自動化・省力化に携わり積み重ねてき
た技術力と実績、各業界のノウハウで、お客様のご要望に「総合
省力機械メーカー」としてお応えしていきます。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

本社インテリジェントビル

今後も全国ブランド
“東大阪”から「創造の技」を発信
東大阪は、モノづくりの街として、全国的にも名をはせたブラン
ドです。現在は全国6拠点で、この東大阪ブランドに誇りを持って

Data

発信しております。東京や名古屋、大阪で開催される各種展示会

代表者
本社
代表番号

代表取締役社長 村田

勝利

〒 577-0017
東大阪市藤戸新田 1-4-15
T E L.06-6787-2188
FAX.06-6787-0797

においても、東大阪ブランドを大いに宣揚することに喜びを持って
おります。このブランドに相応すべく、当社は難しい自動化のテー
マにもあえて開拓者精神で取り組み、技術を磨いてまいりました。
東大阪税務署より優良申告法人として表敬されたほか、イン

資本金

85 百万円

社員数

150 人

ターンシップ支援事業への参加、産業展「テクノメッセ東大阪」へ

URL

http://www.muratask.co.jp

設立

1965 年

の出展など、今後も東大阪から全国・全世界へ当社の「創造の技」
を発信してまいります。
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非鉄金属製造業

タツタ電線株式会社

■この技術・製品が優れています
通信電線事業

社会のインフラを支える通信電線
事業で培った技術を幅広く展開
当社は、電線・ケーブルで培った技術を、幅広く多彩に展開
し、設立以来のコア事業である通信電線事業のほか、現在では

機器用電線事業

独自の高付加価値製品を提供する機能性材料事業をはじめ、産
業用ロボット向け電線の機器用電線事業、ボンディングワイヤな
どを提供するファインワイヤ事業、機器システム製品事業、光部
機能性材料事業

品事業および環境分析事業を推進しています。
今後とも、当社としての強みを活かし、電線と電子材料、また
それらに関連する部品・素材事業分野において、顧客密着・顧客
ニーズを最優先とし、先端の技術・製品の開発を志向して、複数

ファインワイヤ事業

の最先端商品（Advanced & Niche）におけるトップシェアのサ
プライヤーとなるべく努力してまいりたいと存じます。
機器システム製品事業

光部品事業

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

創業70年 －これからも地域の皆様
と共に歩んでいく－
当社は、環境の保全や社会への貢献活動も企業として重要な
役割であると認識し、環境に配慮した製品開発の推進や地域社
会との親睦・交流を図るなど、様々な活動に取り組んでいます。

環境分析事業

また、当社も2017年10月には、電線の一貫製造メーカーとし
ての創業以来、70周年をおかげさまで迎えることができました。
そして、2019年には本社および体育館の建替えを予定しており
ます。東大阪市地元の皆様には、当社との交流の一環として新

Data

体育館をご利用いただくことなどを考えており、これからも当社

代表者

代表取締役社長 外池 廉太郎

本社

〒 578-8585
東大阪市岩田町 2-3-1

代表番号

T E L. 06-6721-3331
FAX. 06-6726-2300

資本金

6,676 百万円

社員数

連結 :842 人

は地域の皆様と共に歩んでいく所存です。

単体 :518 人

URL

http://www.tatsuta.co.jp

設立

1945 年（創業 1947 年）
新本社・体育館完成予想図
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本社・大阪工場全景

非鉄金属製造業

■この技術・製品が優れています

自社工場製造の昇降作業台シリーズ
業界初のスタッピーシリーズ誕生
アルミ仮設足場トップシェアメーカーとして、創業よりはしごや
脚立等を製造しプロの方々の足元を支えてまいりました。長年培っ
たアルミ加工技術を生かし、一人でも移動・設置が可能な昇降作
業台として、2012年にウインチ式昇降作業台「グイッと!」、2013
年に油圧マスト式昇降作業台「ノビッと!」、2015年にアルミシザー
本社ビル

ス式昇降作業台「アルシザー」を発売しました。開発設計から製
造、メンテナンスまで自社にて行っています。きめ細かで迅速な
対応により発売以降お客様より大好評をいただいております。
また2016年から2017年にかけては、立ったまま脚部を伸縮で
きる機構を取り入れ、腰への負担を軽減する「スタッピー」シリー
ズとして、 脚 立(SCN・SXJ)や 足 場 台
(DXJ)など相次いで発売しました。2017
年には屋内用手動操作リフトHLA型「サ
ポートリフトTASUKE」を発売。高さの
違う4タイプを揃えながら、全て車への
積載がスムーズに行えるコンパクト収納
を実現しています。
そのほかにも様々なお客様のニーズに
応え作業環境改善や製品開発に力をい
れています。

スタッピーシリーズ

SXJ

油圧マスト式昇降作業台「ノビッと！」

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて
Data
代表者
本社
代表番号

代表取締役社長

坂口

守正

〒 577-0013
東大阪市長田中 4-4-10

おかげさまでこれからも
〜創業60周年を迎えて
2017年3月に当社はおかげさまで創業60周年を迎えることが

T E L. 06-6747-6856
FAX. 06-6747-6860

できました。これまで皆様の作業や暮らしを、そして明日を「さ

資本金

95 百万円

社員数

236 人

さえる」をテーマに、数々の提案型製品を開発してまいりました。

URL

http://www.pica-corp.co.jp

設立

1961 年

これからも業界トップシェアメーカーの誇りと責任を胸に、モノ
づくりの街東大阪の地で、クオリティーとサービスの向上、そし
て皆様からのさらなる信頼獲得を目指してまいります。
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印刷・同関連業

SHUEI CO.,LTD.
■この技術・製品が優れています

紙のパッケージを通じて、
お客さまに喜びをモットーに
ギフト箱や化粧箱、菓子箱など多種多様な箱製品の製造を手
がけています。昔は下請け仕事が中心でしたが、加工技術を生
かしたオリジナル商品の開発を進め、紙製の弁当容器でありな
機械での加工技術が難しい三角の箱でも対応可能

がらリサイクル出来る、画期的な ｢ホッかる｣ を開発しました。
｢ホッかる｣ は紙の上に貼ったフィルムを剥がせる構造で、古
紙回収することが可能なエコ商品のため、大学生による環境改
善活動で紹介され、現在では全国の大学生協で弁当の容器とし
て使われています。この取り組みは、小学校の社会の教科書で
紹介され、関係各社の認知度向上にも貢献しています。この商
品開発に至ったのは、当社に取引先の要望に対応出来る、きめ

容器でありながらリサイクルできる「ホッかる」

細かい技術力、人間力があるからだと自負しております。他社
では困難な、｢お客様の要望｣ に答えるにはどうすれば良いか、
社員ひとりひとりが真摯に向き合っている結果だと思います。
これからも社員に「紙業界にいて良かった、夢が持てる」会社
であり続けられるよう、精進していきます。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

ラグビーボールの形をした色紙

地域を巻き込んだ
ラグビーグッズ開発
2015年に紙製品を手がける企業14社と「おおさかマイスターの
会」を立ち上げ、現在17社で活動しています。会のメンバーと「ラ
グビーのまち東大阪」を盛り上げるべく、17年12月に花園ラグビー

Data

場をモチーフにした色紙を作りました。紙の生産や製版、印刷な

代表者
本社
代表番号

60

代表取締役

上田

英治

〒 578-0921
東大阪市水走 1-16-37
T E L. 072-966-1145
FAX. 072-966-2655

資本金

18 百万円

社員数

19 人

URL

http://hokkaru.co.jp

設立

1990 年

どを手がける各社の連携による賜物です。会では色紙を用いた商
品開発を続ける一方で、今後はラグビー雑貨を手がける会員外企
業、行政、市民などと連携し、19年のラグビーワールドカップ（W
杯）に向けて東大阪を活性化できればと考えています。

印刷・同関連業

日本紙興株式会社
■この技術・製品が優れています

最先端の製本技術で、
本の形に仕上げます

当社は半世紀以上“製本”一筋にこだわり、印刷された紙を

たたみ、綴じ、表紙をつけ、本の形に仕上げております。製本
製本＝本の形に仕上げる

から納品までの徹底した管理システムを作り上げ、本の用途に
応じた製本技術でお客様が手にする一冊一冊に真心を込めて仕
上げております。折り加工、無線綴じ、張り込み等の従来の製

180 度見開き可能

本技術に加え、最新鋭のPUR製本に力を入れております。この
手法は1枚1枚のページを紙の繊維レベルでしっかり固定し、接
着剤を薄く塗布することで見開き180度の本を製作できます。
見開き2ページのレイアウトが多い写真集や、教科書などに最
適です。古紙リサイクルの面では接着剤が不純物となり、製品

PUR 製本の特徴

頑丈で耐久性に優れている

に残留することなく接着剤とパルプを完全分離することがで
き、環境にやさしい手法です。
また、お客様のご要望に応じて手帳も作成しております。
製本のほかにもコンピューターで管理し簡単に検索や配送で
きるレンタル書架を置いており、お客様の第二の書斎として利
用いただいております。

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて
本の製作過程

長い歴史を持つ本、
温もりのある情報を形に！
市制と商工会議所の周年おめでとうございます。
当社は近畿の真ん中である東大阪に拠点を置き情報を本にして、

Data
代表者
本社
代表番号

代表取締役社長

清水

博司

〒 578-0984
東大阪市菱江 1-15-48
T E L. 072-965-6111
FAX. 072-965-6110

資本金

100 百万円

社員数

73 名

URL

http://www.nihonshikoh.co.jp/

設立

1950 年

さまざまな地域にお届けしております。本を製造してお客様の手元
に届くまでが“製本”と考えているので交通環境が優位な東大阪
はモノづくりをする上で最適な街だと常々思っております。
東大阪はラグビーの街としても有名で、当社もよりラグビーに力
を入れていただきたいと応援しております。
当社も中小企業の街東大阪の一つとしてこれからも社員一丸と
なり頑張っていこうと思っております。
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業務用機械器具製造業

兵田計器工業 株式会社
■この技術・製品が優れています

温度計・圧力計で
世界のインフラに貢献する兵田計器
新幹線から変圧器、船舶、工場などに搭載される温度計や圧力
計などの「計測機器」
。一貫して温度計を主体とした計測制御関連
機器の開発・製造に取り組んできた兵田計器工業はそのメーカーと
重電機分野製品

して創業100年を誇ります。
みなさまの目に触れることの少ない計測機器ですが世の中になく
てはならないもの。万一、製品に不備があると、大事故につながる
可能性があるという、責任と自負を持って取り組んでいます。その甲
斐あり、大阪で生まれた兵田ブランドは現在、国内だけでなく、遠
く海外のユーザーにも豊富な熱管理技術をお届けしています。重電・
原子力・船舶・石油化学プラントなどの重工業部門、繊維・染色・
食品の軽工業関係、さらにオーブン・調理器等の家庭用器具に至
るまで、あらゆる分野で活躍しています。多品種小ロットのモノづく

エネルギー分野製品

りを得意としているからこそ、様々な環境で活躍する高精度の温度
計を製造しています。これからも
「兵田計器」のブランドを守り、発
展させていきます。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

社会性の高い製品をあつかう企業
として地域社会への貢献も
本社・工場外観

結するものがほとんどです。社会性の高い製品をあつかう企業と
して、ISO9001をベースにした品質保持に取り組みながら、環境

Data
代表者
本社
代表番号
資本金
社員数

62

当社の製品は電力、交通、ビルなどインフラの安全・安心に直

代表取締役社長

兵田

善男

〒 579-8034
東大阪市出雲井本町 1-6
T E L. 072-982-1121
FAX. 072-988-2959
33 百万円
132人

URL

http://www.hyoda.co.jp

設立

1953 年（創業 1917 年）

省が策定した環境マネジメントシステムのエコアクション21の認証
も取得するなど環境への対応にも取り組んできました。その努力
が認められ、経済産業省による「地域未来牽引企業」や「東大阪
市長寿企業表彰」受賞事業所にも選定されています。今後も事業
の発展とともに、地域社会への貢献を深め、東大阪の地を盛り上
げていきたいと思います。

鉄鋼業

大阪精工株式会社
■この技術・製品が優れています

設計から製造まで
冷間圧造用鋼線・部品の一貫生産
当社は1960年、ねじ用鋼線専門工場として創業して以来、
「お客
冷間圧造用鋼線

様・社員・取引先にとって魅力ある企業を目指す」という経営理念の
元、以下の4つに注力し、製造品目の拡大を進めてまいりました。
1. お客様のご要望・使用用途に合わせ、材質や加工条件の
選定を行う提案型工程設計
2. 材料・鍛造の両分野で長年培ってきた製造技術やノウハ
ウ、多彩な保有設備を活かした製品開発
3. 鉄鋼メーカーとのタイアップによる、ニーズに合致した材
料開発
4. 冷間圧造用鋼線から冷間鍛造部品までの一貫生産による、

精密鍛造部品

安定した品質の製品づくり
現在では、冷間圧造用鋼線、軸受鋼鋼線、及び独自の製造設

平線（コイル）

四角・六角線（コイル・鋼棒）

備を活かした異形鋼線・鋼棒、また、冷間鍛造による精密部品・
スラグと製造品目の拡大を図るとともに、国内3工場（本社、奈良、
及び九州）に加え、米国、中国、及び、メキシコに製造拠点を構
え、グローバル市場に製品を供給しております。
冷間圧造を要素技術とし、鋼線から部品までの様々なご要望、用途

複 雑 断 面形 状 鋼 線

に合わせた製品設計を成長の糧として、これからも歩んでまいります。

異形鋼線の断面形状

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

2020年 大阪精工は
創立60周年を迎えます

Data
代表者
本社
代表番号

取締役社長

澤田

展明

〒 579-8014
東大阪市中石切町 5-7-59

東大阪市制50周年及び東大阪商工会議所80周年おめでとう
ございます。
当社は伸線工業として歴史ある東大阪を拠点とし、1960年よ

T E L. 072-982-2721
FAX. 072-987-1094

り操業を継続してまいりました。以来、地元・地域の皆様と共に

資本金

44 百万円

社員数

282 人

成長し、2020年には創立60周年を迎えようとしています。

URL

http://www.osaka-seiko.jp/

設立

1960 年

今後も、長く磨き続けてきた技術を活かしつつ、時代の変化
に果敢に挑戦し、環境に配慮した製品及び生産活動を通じて、
地域社会に貢献してまいります。
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化学工業

熱研化学工業 株式会社
■この技術・製品が優れています

「特殊機能」と「環境にやさしい」
塗料で社会に貢献します
本社工場棟

当社は耐熱性・耐酸性に優れた特殊塗料分野ではトップシェア
を維持する塗料メーカーであり、各種製造プラントや地方自治体の
ゴミ焼却施設を腐食から保護する役割を担っております。
特にゴミ焼却施設の煙突内部では様々なゴミから出る有害物質
等が結露し、硝酸や塩酸が発生し、それらの有害物質が塗膜を侵
食しサビを発生させ煙突内部の劣化を進めます。この現象を抑制
するために、耐熱・耐酸性塗料の「ヒートップAI-250」が用いられ
ています。その効果は絶大で過去の実績から多くのゴミ焼却施設
でこの塗料が使用されており、定期的に塗り替えられています。
今後は環境と人にやさしい水系塗料の「アクアヒートシリーズ」

全社風景

（特化則・有機則対応品）と「ヒートップAI-250」のように特殊機
能を持つ塗料をお客様に提供することで社会に貢献したいと考え
ております。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

「まいど1号」を開発した独自技術を
持つ中小企業の集積地
製造工場

個性豊かな中小企業を紹介するテレビ番組や各種メディアで、
東大阪市にある中小企業の数社が取り上げられています。メディア
から取り上げられるためにはその分野で突出している必要がありま
す。そういう意味で東大阪市は非常にユニークな地域と言えます。
東大阪市内にある6000を超える製造業企業の内、9割以上が従

Data

業員30人以下の中小企業と言われていますが、数多くのトップシェ

代表者
本社
代表番号
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代表取締役社長

伊藤

悦之

〒 577-0004
東大阪市稲田新町 2-10-1
T E L. 06-6745-4118
FAX. 06-6745-4158

ア・オンリーワン企業が存在します。上述した当社の耐熱耐薬品
塗料も商工会議所がまとめられた「モノづくり先進地・高シェア、
独自技術・製品を誇る企業郡167社」に選定いただいています。
特徴ある中小企業を多く持つ東大阪市とそれを支援してきた東

資本金

15 百万円

社員数

29人

大阪商工会議所がともに周年を迎えられましたが今後も地元企業

URL

http://www.nekken-kagaku.co.jp

設立

1975 年

と共に発展されていくと存じます。

その他の製造業

■この技術・製品が優れています

設計力で段ボールの可能性を広げる
当社は段ボール箱の企画・製造・販売を行う専業メーカー。
汎用品は注文から最短半日で納品できるというスピード生産が武
器です。段ボールの特性を生かした設計・デザイン力で、自社製
品も手がけています。2009 年、店頭に設置してもらいやすいよ
うに、製品を詰めて運べる什器が欲しいという注文を受け、飾り
オリジナル商品第 1 号「Luck ラック」

棚「Luck ラック」を開発。色数を増やし、ティッシュペーパーの
箱や引き出しを設置できるよう改良を重ね、今では人気商品とな
りました。また、震災の被災者支援活動に参加したのを機に、避
難所で使う机や椅子などの開発に着手。2017 年 11 月の東大阪
産業展で、手脚を伸ばして寝ころぶことができるロッキングチェア
「たゆたう」を発表しました。段ボールは不要な時は解体し、資
源ごみとして廃棄できる。この特性を生かし、今後も皆様のお役

作って楽しい「ラグえちゃん」

に立てる製品を作り続けてまいります。

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

組み立てて、自分好みに
仕上げる楽しさがある製品
2019 年開催のラグビーワールドカップに地元企業として何か
貢献できたらと思い、ラグビーボールをかたどった机「ラグえちゃ
2017 年 11 月から受注を開始した「たゆたう」

ん」を作りました。ラグビーボール型の天板に脚材を差し込むと、
ちょうどボールの縫い目に見えます。天板を支える梁にもカーブ
をつけ、横から見てもラグビーボールのようなデザインです。小
学校低学年ぐらいまでの子供が床に座っておやつを食べたり、

Data
代表者
本社
代表番号
資本金
社員数

代表取締役社長

辻

明徳

〒 577-0047
東大阪市西堤楠町 2-2-2
T E L. 06-6728-1055
FAX. 06-6736-2753
5 百万円

お絵かきをしたりするのにちょうどいい高さに設計しました。ケ
ガ防止にマスキングテープなどで縁取りをしたり、ニスを塗った
りお絵かきしたりなど自分の好きなように仕上げる楽しさがあり
ます。今後、サッカーやバドミントンなど、球技のシリーズ展開
も検討中です。

3人

URL

http://www.arakawabox.co.jp/

設立

1989 年
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株式会社 木村製作所
■この技術・製品が優れています

小型フロート式レベルスイッチ製造の
プロフェッショナル
当社は 1968 年、小 型フロートスイッチ専門メーカーとして
東大阪市に開業。フロート式レベルスイッチは液面の高さを検
出する計測器です。その中でも、特に高度な技術力を必要とす
るのが小型フロートスイッチで、当社は、ステンレス製では国内
最小となる外径 18mm の超小型フロートスイッチを開発。独自
大阪ものづくり優良企業賞を受賞

の溶 接ノウハウで、肉厚 0.1mm のステンレスへの溶 接技術の
確立が製品化を可能としました。比重の軽い油に使える極小サ
イズで、耐久性を兼ね備えるフロートスイッチには匠の技が活
かされています。その他に特殊用途として、耐粘専用 ( 高粘度
の液体や不純物を含む液体の計測に使 用 )、比 重 差の検知専
用 ( 水と油といった比重差のある二液の界面検知に使用 )、耐
熱専用 ( 耐熱専用は 200℃まで対応可能、通常品は 100℃ま

業界最小となる超小型フロートスイッチ

でが限度 ) などがあり、様々な環境下での計測又は、トラブル
でお悩みの際も多彩な機能を備えた製品により解決します。

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

木村製作所も創業50周年を迎えます
当社は 1968 年に創業し、フロート式のレベルスイッチの分野
で歩みを続け、1979 年に株式会社として本格的にスタートしま
展示会にて

東大阪市の発展とともに歩み続けてこられたことへの感謝の念を
感じております。モノづくりの町で知られる東大阪市の高井田地

Data

域に立地し、事業展開のメリットを存分に受け、地域企業とのコ

代表者
本社
代表番号
資本金
社員数
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した。当社も創業 50 年、設立 40 周年目を迎えることが出来、

代表取締役

宮坂

典央

〒 577-0065
東大阪市高井田中 4-9-6
T E L. 06-6781-4018
FAX. 06-6781-5223
20 百万円
連結 :100 人

単体 :19 人

URL

http://www.kimura-s.co.jp

設立

1979 年（創業 1968 年）

ラボレーションを積極的に取り組んでまいりました。今後とも高
井田地域の活性化に貢献していきたいと考えております。

その他の製造業

大和歯車製作 株式会社
■この技術・製品が優れています

オーダーメイドによる精密歯車

ノウハウを蓄積し先端技術をもって
高精度歯車を製造
精密歯車の専門メーカーとして約70年に及ぶ歴史を持つ当社は
蓄積されたノウハウ、先端技術、情報を生かし、常に明日をみつ
め技術革新の潮流をとらえユーザーの多様化にお応えできるよう最
新鋭機の導入、加工技術の改善を積極的に進めてまいりました。
1992年6月、和歌山の強固な岩盤に恒温工場を新設し、より高
品位な歯車を供給できるように生産設備の統合化、生産管理体制

本社（東大阪市）

の確立に努力してまいりました。
当社の作る精密歯車は、ほとんどがオーダーメイドです。国内の
大手メーカーを主取引先に、工作機や、一般産業機械、印刷機、
船舶、車両、航空機などの幅広い分野に使われる高品質の歯車
を作り出しています。

和歌山第１工場 安定品質を保証する為に、
非常に強固な岩盤の上に建設しています。

そして、航空機向けの歯車供給に対応すべく2015年4月和歌山
第2工場を建設し、焼入設備も導入致しました。今後ともフレキシビ
リティを持ってチャレンジすることをモットーに研鑽を重ね、更なるお
客様へのサービス向上に拍車を掛けてまいります。

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて
和歌山第２工場 航空機や工作機械向けの
小型歯車を中心に生産いたします。

Data
代表者
本社
和歌山工場

代表取締役社長

津井 克巳

〒 577-0044
東大阪市西堤学園町 1-2-23
〒 649-1311
和歌山県日高郡日高川町大字
平川字長田 84-9

QSSTサークルを常に回して産業と
地域社会に貢献
前身となる津 井 工 作 所が1 9 4 8 年に現 在の東 大 阪 市 長 堂に
創 業して 以 降 7 0 年、 当 社 はQSST(Quality:品 質【 納 期 】、
Safety:安全【ゆとり】、System:体制【教育】、Technology:
腕【技術】)サークルを常に回転させて、企業力を高め、取引先
との共存共栄の精神で、日本の機械産業と地域社会の発展に貢

TEL

本 社：06-6782-5141
和歌山工場：0738-52-0109

FAX

本 社：06-6788-0966
和歌山工場：0738-52-0969

は「がんばる中小企業・小規模事業者300社」にも選出されまし

資本金

40 百万円

社員数

150 人

た。モットーは「人を大切に」です。 和歌山工場をはじめ地元から

URL

http://www.daiwa-gear.jp

設立

1969 年（創業 1948 年）

献することを目指してきました。その努力が認められ、2014年に

の採用に積極的に取り組み、平均年齢34歳と若い人員構成が当
社の自慢です。
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■この技術・製品が優れています

鉄道の安全・安定輸送に貢献しています
当社は大正 8 年（1919 年）5 月 8 日、電車線金具（電車に電
気を供給する架線を支持する金具）の国産化を目的に創業しまし
た。以来、鉄道省（当時）や全国の都市鉄道・民営鉄道に製品を
可動ブラケット、ハンガイヤー

納入し、創業間もない大正 12 年（1923 年）11 月に発生した関
東大震災では早期に復旧材料を供給し、復興に尽力しました。戦
後、日本国有鉄道が発足し、動力近代化に伴う全国の電化推進
に深く携わり、東海道新幹線建設では新しい電車線金具の開発に
参画して数多くが採用されました。その後、全国の新幹線建設や
改良工事にも数多くの製品を納入しました。当社は国内唯一の電
車線金具の総合専門メーカーとして、様々な転換期・変革期や未
曾有の災害復興にも、培ってきた経験・技術を糧に JR 各社、公営・

鋳造工場

民営鉄道各社や海外の鉄道建設における多種多様のご要望に応え
るため、日々研鑽を積み重ねています。
近年は労働人口の減少など、社会情勢の変化に適応する人材育
成、業務改革並びに製造プロセスの再構築や新たな設備の導入を
行い、品質管理の強化、生産性向上、新製品開発に全力を傾注しま
した。今後も継続して鉄道の安全・安定輸送に貢献していきます。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

現在の本社・工場

創業100周年、地域とともに発展します
昭和 14 年（1939 年）工業団地の誘致に呼応し、浪速区桜川
から現在地の東大阪市（当時布施市）高井田に本社・工場を移転
しましたが、当初は周辺に何もありませんでした。その後、高度経
済成長を背景に交通網が整備され、多数の企業が創業・移転によ

Data

り集まりました。その結果、この地域は高い専門技術を持つ多く

代表者
本社
代表番号

代表取締役

和也

〒 577-0065
東大阪市高井田中 2-5-25
T E L. 06-6781-2612
FAX. 06-6782-2780

資本金

98 百万円

社員数

120 名

設立

濵谷

1939 年（創業 1919 年）

の企業が集積する地域となり、様々な業種に於いて日本特有の分
業制による生産を実現しやすい環境が整い、モノづくりのまちと
称されるようになりました。当社は
新たな元号となる 2019 年 5 月に創
業 100 周年を迎えます。今後も鉄
道の安全・安定輸送に貢献し、地
域とともに発展します。
移転当時の本社・工場
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■この技術・製品が優れています

多彩な販売チャンネルでお客様のニーズ
に対応するバッグ・革小物メーカーです
1960 年に創業以来、レザーグッズのメーカーとして多くの有名
タイ アユタヤ工場

ブランドの OEM 製造や自社オリジナル商品を展開し、1990 年
にはタイ・アユタヤに海外工場を設立。バッグ・革小物業界では
海外進出の草分け的な存在として活躍してまいりました。
販売チャネルは専門店、問屋と WEB。2007 年に立ち上げた
WEB 事業では楽天に 4 店舗を展開。おかげさまで、楽天市場に
て、
「leather-g( レザージー )」店の製品が、2015 年から 3 年連
続でバッグ・小物・ブランド雑貨部門年間ランキング一位を獲得す
ることができました。イタリア革を使用し、使いやすさと機能性に
加え手作りの良さを感じられるところが人気です。また、ライセン

メード・イン・ジャパンを支える国内生産

スブランドにも力を入れており、
「PEANUTS®」のスヌーピーなど
人気キャラクターを使った革小物やバッグを製作しています。
製造面ではコスト競争力を高めるため、ラオスに海外第二工場
を設置。2015 年から操業しています。小ロット多品種かつ低価格
を目指しています。
■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

楽天市場で売上が好調な「レザージー」

東大阪から発信する
「バッグ・革小物ブランド」
東大阪市制 50 周年おめでとうございます。設立以来、東大阪
の地に本社を構え、地元・地域の皆様に支えていただきながら現

Data

在に至っております。

代表者

代表取締役社長

灘

本社

〒 577-0824
東大阪市大蓮東 3-4-2

代表番号

T E L. 06-6720-1522
FAX. 06-6727-8261

資本金

10 百万円

社員数

連結 :230 人

武志

単体 :30 人

URL

http://www.nadaya.co.jp

設立

1971 年（創業 1960 年）

最近ではラグビーワールドカップ 2019 に向けて改装中の花園
ラグビー場の貴重な遺産を記念グッズに再生する「ＲＥ：ＭＥＭＢ
ＥＲ花園ラグビー場」に参加。実際に使われていた座席プレート
入りの革小物を製作し、ご好評をいただいております。また、地
元の近畿大学と連携し、学生と共に就職活動グッズを製作したこ
ともございます。
中小企業の街、モノづくりの街東大阪から皆様に愛される製品
を全国のお客様にお届けすることが、当社の願いです。
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■この技術・製品が優れています

光をコントロールする技術を基に
安全・安心・健康・快適さを提供
当社は、スポーツシーンに向けては
「SWANS」ブランドにてサ
ングラス、スイミングゴーグル、スノー用ゴーグルなどを製 造販
売、五輪など世界 の舞 台で 愛 用されています。産 業 用としては

製品安全対策優良企業表彰にて
「技術総括・保安審議官賞」を受賞

「YAMAMOTO」ブランドで、防塵眼鏡や高性能フィルターを搭載
した電動ファン付呼吸用保護具
（マスク）や特定の波長をカットする
レーザー用保護具などを開発し製造販売。光線をコントロールする
レンズ技術とその製品は世界でも有数の企業として評価されています。
また、2017年に経済産業省が主催する製品安全対策優良企業
表彰にて
「技術総括・保安審議官賞」を受賞致しました。
１．豊富な過去のデータ・経験及びモニターテストに基づく設計
２．安全性確保のための試験・検査・評価方法の確立

トップアスリートが愛用するスポーツグラス

３．正しい使用方法に関する啓発の継続的な活動
など、1世紀を超える安全への継続した取り組みが評価されたもので
す。また、1985年から毎年グッドデザイン賞を受賞しデザインから
設計・製造・販売まで自社内で完結し、ヨーロッパやアメリカをはじ
め海外での展示会にも積極的に出展しグローバルに展開しています。
「人々の心豊かな生活文化を創造し社会に貢献」し、21世紀の事
業テーマである「Protecting For You」
（安全文化の創造）を実現す
「安全性」を高め、お客様に
るために、全ての製品についてさらに
「安心」して使用していただける商品を開発、提供してまいります。

電動ファン付き呼吸用保護具

■東大阪市と東大阪商工会議所の周年にあてて

受け継がれてきた100年の伝統と技術
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当社は 1911 年に創業して以来、創業者の「眼を護る」モノづ
くりの精神を受け継ぎ、東大阪市で発展してまいりました。東大
阪市は日本有数の中小企業の密集地であり、高い技術を持った
企業が多数集まっています。基盤技術が集積されている地域特
性から、多種多様な製品が生産されており、当社も東大阪市・
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東大阪商工会議所と連携しながらさらに企業ネットワークを構築

設立

1911 年（創業）

していきたいと考えております。
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