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「FactorISM アトツギたちの文化祭」は、2020年からはじまり、

「こうばはまちのエンターテインメント」を合言葉に、

参加企業と来場者、地域一体型でつくるオープンファクトリーイベント。

ものづくりの現場を一般公開し、世界に誇る日本のものづくりを

五感で体験、体感してもらう文化祭のようなイベントです。

「まちのこうほうぶ」という「ものづくり企業の広報・人材育成研修」から

スタートした本プロジェクトは、年に一度のアトツギたちの文化祭だけに

とどまらず、「こうばはまちのエンターテインメント」として捉え、

通年で様々なものづくり体験プログラムを展開するコミュニティへと

発展しました。

大企業や異業種とのコラボレーションをはじめ地域を越えたつながりや

大学生の職業感の醸成など「まちづくり」にも大きな影響を与え、

まちの未来を創造する活動へと深化し続けています。

3年目となる2022年は「触発」をテーマに、

総勢60社（八尾・堺・門真ほか）の参加企業と地域が連携し、開催します。

今までに足を踏み入れることのなかったものづくりの現場で、

職人や作り手の技術に触れ、感動や驚き、そして憧れとなる。

こうばに面白さを、そしてものづくりを身近に感じる旅に出ませんか。

「FactorISM（ファクトリズム）」は、

Factory＝こうば  ISM＝主義、主張  Tourism＝旅での体験・体感プログラム  を組み合わせた造語。

FactorISMとは

LIVE!SM

タイムスケジュール

エリアマップ

　八尾／東大阪／柏原

　堺／高石／和泉

　門真／都島

FactorISMの楽しみ方

まちこうば

　八尾／東大阪／柏原

　堺／高石／和泉

　門真／都島

パートナー、共催、後援、協力
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LIVE!SM詳細はこ
ちら

ローカルから
新しい価値を産み出そう！

九州にて広域経済圏で繋がりをつくり、産業活性
化をはじめ、地域活性化やコミュニティ活動を推
進する村岡氏をお招きし、触発され、ものづくりを
通じた地域活性化やコミュニティ活動を推進す
るオープンファクトリーや「FactorISM」の深化を
図るための基調講演。

10月27日（木） 16:30~17:30

27T
H
U

オンライン開催

工場見学・ワークショップ

オープニング・基調講演・LIVE!SM

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:0027T
H
U

まちのこうば

みせるばやお

工場見学・ワークショップ
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フォーラムvol.11 LIVE!SM
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FactorISM Radio Live
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＠みせるばやお

27T
H
U 新時代の地元創生を語ろう

各地域で広がりを見せている、広域かつ地域一体
型の経済圏づくり。その可能性と新時代の地元創
生について、九州地域、関西地域のリーダー同士の
トークセッションを展開。

10月27日（木） 17:45~18:45 オンライン開催

一平ホールディングス
村岡 浩司 氏

錦城護謨
太田 泰造 氏

ローカルからグローバルを考える

東京一極集中の解消が叫ばれている中、ローカル
経済圏が日本の７割を占める。デジタルツールを
通じて、地域に居ながらも世界に繋がることので
きる時代に、あらゆる製品やサービスがグローバ
ルに展開されつつある。そんな中、経営者、挑戦
者、支援者の目線からローカルに居ながらも、グ
ローバルな視点で日本におけるものづくりの立
ち位置や未来について語る。　

10月28日（金） 18:10~19:10
28F
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マクアケ
中山 亮太郎 氏

友安製作所
友安 啓則 氏

木村石鹸工業
木村 祥一郎 氏

まちこうば×こども×ちいき

市長、IT企業の社長、みせるばやお社長、こども
など、多様なメンバーが集まり、「まち、こうば、
ちいき」の未来について考えます。これからの将
来を担うこどもたちの提案内容に大人たちが答
えていきます。

10月29日（土） 17:00~18:00
29S
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木村石鹸工業
木村 祥一郎 氏

八尾市長
大松 桂右 氏

面白法人カヤック
柳澤 大輔 氏

関西オープンフォーラムvol.11

地域一体型オープンファクトリーの国内での始ま
りは 2011年にスタートした「台東モノマチ」と言
われています。その後、2015年3月に発刊された
オープンファクトリーガイドブックは、関東エリア
にとどまらず、日本全国の地域一体型オープンファ
クトリーのバイブルとして活用されてきました。

今回のフォーラムは、発刊に携わった関東のキー
パーソンと、中部・関西の地域一体型オープンファ
クトリーにおけるキーパーソンが交わるセッショ
ンを設けることで、さらなるイノベーション創出
に向けたヒントを見いだすべく開催します。

10月28日（金） 13:30~16:30
28F
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関の工場参観日
杉田 映理子 氏

FactorISM
松尾 泰貴 氏

台東デザイナーズビレッジ
鈴木 淳 氏

存続する地域企業のポテンシャル

地域のリーダー、イノベーター、経営者、アトツ
ギや中小企業、ベンチャー企業と、地域には、さ
まざまな偉大な企業が眠っております。グローバ
ルな視点を含みつつ、地域に根を張る地域企業の
ポテンシャルを紐解いていきます。

10月28日（金） 17:00~18:00
28F

R
I

Forbes JAPAN
藤吉 雅春 氏

八尾市長
大松 桂右 氏

ベンチャー型事業承継
山野 千枝 氏
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来場者みなさまへのお願い　◎新型コロナウイルス感染対策のために、スタッフの指示に従ってください。 ◎こうばによっては年齢制限（保

護者同伴必須など）がある場合がございます。 ◎写真撮影は、各こうばのスタッフに確認をとってから行ってください。 ◎こうば内ではスタッ

フの指示に従ってください。 ◎こうば内は機械など危険な場所もありますので、動きやすい服装でお越しください。 ◎各会場での事故やトラ

ブル、本イベントでの怪我や感染症への感染、持ち物の紛失につきましては、主催者および各企業では一切の責任を負いかねます。 ◎記録およ

びSNS等での発信のため、写真・動画撮影を行う場合があります。予めご了承下さい。 ご不安な方は、スタッフまでお声がけください。

  こうば見学
まちこうばを自由に探索できます。普段、なかなか足を踏み

入れることのできないこうばで職人の仕事を間近で見れた

り、触れることで体感できます。自由に出入りできるこの機

会に、60社のこうばやサテライト会場でつくり手の想いに触

れ、ものづくりを五感で堪能ください。

  ワークショップ
各こうばでは、趣向をこらしてワークショップを開催します。

普段は触れることができない機械や体験できない技術を熟

練のものづくり職人から教わることのできる滅多とない機会

です。触れることで刺激を受け、「触発」されるワークショップ

をお楽しみください。

  LIVE!SM トークイベント
全国から豪華なゲストをお招きし、他地域のオープンファク

トリーや地域経済の可能性やものづくりなどをテーマに、こ

こでしか聞くことのできない話が聞けるかも！あなたも触

発されること間違いなし！ぜひご参加ください。

  サテライト会場
ものづくりだけではない、地域をめぐる醍醐味でもある

ローカルフードに出会えます。サテライト会場限定のワーク

ショップの開催や物販、FactorISMオリジナルのクラフト

ビールまでご堪能いただけます。地域をまるごとお楽しみ

ください。

の楽しみ方MAP KADOMA　MIYAKOJIMA
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YAO
HIGASHIOSAKA
KASHIWARA

YAO

水槽、ディスプレイ、カバー、看板、照明などのアクリ

ル製品の加工を行っている、創業71年目の会社で

す。現在はインターネットを通じた法人の顧客を中

心に、多種多様なオーダーメイド製品を請負ってい

ます。また、スポーツ業界向けに応援グッズを企画・

製造する「アクリル運動部」もグループ会社として展

開しています。

FactorISMでの取り組みや発信方法を学びたいと考

え、参加した。自社の事業をPRしていくにはどうす

べきか、過去数回の参加経験を経て、さらなる出会い

により新しい製品を作れる機会になることを期待し

ています。

古くから地場産業の河内木綿やブラシ産業が発

展してきた地域で、くらしを支える身近な商品や

食品、工業製品をつくる企業が集まるエリアです。

実際に触れたことのある家具や口にしたことの

ある食品などがこのまちでつくられており、こう

ばを訪れると豊富な種類のものづくりに出会う

ことができます。

01  共栄化学工業 きょうえいかがくこうぎょう

大阪府八尾市山賀町4-63
tel  072-922-1681

kyoeikagaku kyoeikagaku

大阪府八尾市泉町1-93
tel  072-999-1231

kanem1947 kanem_1947YAO

1947年創業の老舗金属パーツメーカー。靴の紐を通

す輪っかに使われるハトメづくりからスタートし、

主にアパレルに用いられる金属製のハトメやリベッ

ト、ジーンズボタンを製造。その後76年間かけて、

様々なシーンで生活に溶け込む商品づくりをしてき

た会社です。「金属プレス加工」「表面処理加工」「組立

加工」、さらに金型を製作するための「精密金属加工」

も行っています。

単なる金属加工だけではなく、刻印加工や色加工な

ど、デザイン性にあふれるモノづくりを行っていま

す。それらは様々なところに使われているため、皆さ

んが着ているもの、履いているものにMade in カネ

エムの商品があるかも！？

02  カネエム工業 かねえむこうぎょう
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YAO

1940年に初代赤坂兵之助が創業。大阪市で仏像の彫

刻師として腕を磨いていましたが、ものづくりの技

術を戦後の復興に生かすことを自らの道と定め、工

業製品の金型彫刻に注力。鋭い刃先で繊細な彫刻を

施す技法『赤坂式半月彫刻法』を生み出し、子孫に伝

授。現在、創業者の孫にあたる三代目が受け継ぎ、独

自性の高い金型彫刻に取り組んでいます。「ものづく

りはワクワクしながら楽しむもの」をコンセプトに

仕事を続けています。最近では、生分解性プラスチッ

クや「完全金属削り出しのアクセサリー」にも取り組

んでいます。ものづくりは楽しく、刺激的です。それ

を体感し、「こんな仕事をしてみたい！」と思う若い

人が増えればうれしいですね。

05  赤坂金型彫刻所 あかさかかながたちょうこくしょ

大阪府八尾市楠根町5-57-11 
tel  072-995-2853 akasakaengravinglab

otsuquon

akasaka.engraving.lab

大阪府八尾市楠根町2-1-1
tel  072-996-8708

otsu_co_official QUON_KAGUYAO

創業60周年記念を迎えるオーツーは、長年に渡り飲

食店や店舗用家具の製造メーカーとして、製造・販売

を手掛けてきました。近年ではオフィスのカフェ化

が進み、会議室やリフレッシュルームなどの家具と

して利用頂いています。1階、2階でまったく違う雰

囲気を楽しむことが出来ます。

鉄工所では、溶接の音、さまざまな機械の音、匂いな

どを感じることができ、2階の張工場では、布や合皮

レザーを扱うミシンやタッカーのリズムが職人に

よって違うことにも注目できます。ホーム家具とは

異なり、さまざまな方が使うことを想定した高い強

度と多様な空間に合うおしゃれなデザインが特長。

完成までしっかり作り上げている点に注目いただき

たいです。

06  オーツー

YAO

1964年設立。バネの加工からはじまり、皆さまに身

近な文房具や環境対応車など、あらゆる分野の製品

に当社の技術が使われています。2019年には創業の

地・東大阪から八尾へと全面移転し、新たな時代の第

一歩を踏み出しました。“ハイテクを支えるローテク”

を合言葉にEV車などに使用される配線用材料を製

造。一見、銅の板を切ったり曲げたりしただけのもの

だが、非常に精密さが求められる部品。プレス加工は

圧力で金属を変形させる非常にアナログな加工では

あるが、次世代のサステナブルな自動車づくりにも

欠かせない技術です。

生産効率を最大化するのはもちろん、社員が快適に

過ごせる会社づくりを目指して社屋をリニューアル

したのも工場の魅力のひとつ。

03  チトセ工業 ちとせこうぎょう

大阪府八尾市西高安町5-3
tel  072-925-3900

chitose.ind chitose_ind

大阪府八尾市小畑町2-33-13
tel  072-928-5788

lapis21comYAO

2000年に歯科医院向けの歯ブラシ製造販売を目的に

設立した研究開発型の会社。歯科医院からの要望に

対し、研究開発から製造・販売まで一貫して対応する

ことにより、高品質の製品を安価に提供することを

可能にして、高品質の口腔ケア商品の事業展開を

図っています。歯科医院向け歯ブラシ全般・ラピス 

ワンタフトブラシが主力商品。歯科医院で治療に使

用する、スケーラーブラシなど特殊ブラシも製造し

ています。最近では環境に配慮した歯ブラシを開発

し、SDGsに積極的に取り組んでいます。

八尾市は、歯ブラシの生産数日本一の歯ブラシの

町！商品だけでなく、新しい歯ブラシの企画にあっ

た製造機器も開発しています。

04  ラピス

shnakan1sh1

Akasaka3dai
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YAO

平安時代から日本の住宅の「仕切り」を担ってきた

「ふすま」。谷元フスマ工飾は、社名のとおり、この

「ふすま」をメインとした住空間の間仕切りを企画・

製造・施工している会社。ふすまの他にも、障子やド

ア、クローゼット、パーテーションといった時代に合

わせたあらゆる間仕切りを世に送り出しています。

戸建て住宅だけでなく、マンションや団地などの集

合住宅、ホテルなどの公共施設でも谷元フスマ工飾

の製品が使われています。

とにかく我々の仕事は、「居心地を良くすること」だ

と思います。自分たちがつくったものが、そこに暮ら

す人の居心地を良くする。今後も、居心地を良くする

ということを軸に、枠にはまらないモノづくりに

チャレンジしていきたいです。

09  谷元フスマ工飾 たにもとふすまこうしょく

大阪府八尾市山城町5-5-30
tel  072-998-8861 tfkosyoku

大阪府八尾市神武町1-36
tel  072-922-8789

tomoyasuworks

hukusa.co.jp

tanimotofusuma

tomoyasuseisakusyo

TomoyasuWorks

YAO

1948年に創業し、金属製のカーテンフックなどを製

造してきた会社。そして2004年にインテリア商品の

輸入や製造、インターネット販売をスタート。またカ

フェや工務店など多角的に事業を展開し、「人々の人

生を彩り豊かに」という想いのもと、お客様との接点

を様々な形で創出しています。

当日は、工場や撮影スタジオ、インテリアにこだわり

抜いたオフィスなどを見学していただき、友安製作

所のものづくりや事業を紹介します。またワーク

ショップでは、職人がアイアン加工を直接伝授！実

際に体験しながら、当社のDIYアイテムも使い、オ

リジナルのインテリアアイテムを製作体験できます。

10  友安製作所 ともやすせいさくしょ

   

YAO

冷間鍛造（金属を常温のまま叩く）技術を用い、金属

小物パーツを作る会社。お客様にとって「おもろい製

品」＝「課題解決に繋がる製品」を届ける為、1990年

代は自動車業界へのシフト、2010年代は海外展開、

創業89年を超えた今でも新しいチャレンジを続けて

います。より多くの人に知ってもらう為、BtoC自社

商品開発を始め、2022年秋頃に発売予定！ 

ボルト・ナットは知ってるけど、どうやって作るの？

冷間鍛造って？それがどんな車に使われ、どう役

立っているの？など、なかなか知る機会のない冷間

鍛造の中身を公開！工場見学だけでなく直接、見て・

聞いて・触れて頂くワークショップも開催！冷間だ

けど熱い何かを感じに来てください♪

07  ミナミダ

大阪府八尾市上尾町5-20-1
tel  072-998-6314

minamida1933

大阪府八尾市宮町4-3-30
tel  072-999-6414

hukusahukusa FukusaFactoryYAO

1978年に先代が自宅で創業し、最初は京都や奈良の

おみやげ屋さん向けのタペストリー、巾着などを製

造。その後、「ふくさ」の製造も多く手がけるように

なり、約20年前から総じてふくさ専業となりました。

近年は自社オリジナルのブランド「スタイルふくさ」

を展開し、有名雑貨店などでも販売。若い人にもふく

さを使ってもらえるようデザインにも力を入れてお

り、実用新案を取得するなど企画力にも自信を持っ

ています。八尾の河内木綿と伝統的紋様を採用した

ブランド「河内もん」の布製品の販売も手掛けており

ます。ふくさは「相手の気持ちに寄り添う」ことを表

す日本の伝統文化であり、日本人特有の道具。そう

いった素晴らしい文化にも、思いを馳せてみてくだ

さい。

08   大一創芸 だいいちそうげい

MINAMIDA6314 TFkosyoku_news
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YAO

1936年創業のゴム部品メーカー。身の回りにある製

品に組み込まれているゴム部品をつくっています。

大手家電メーカーのゴムパッキンや大手スポーツ用

品メーカーのスイミングキャップ、自転車の部品など

にも当社製のゴム素材が活かされています。2020年

にはオリジナルブランド「KINJO JAPAN」を立ち上

げ、生活者に向けた商品開発にも取り組んでいます。

ゴムは機能部品として用いられることが大半。機能

を発揮するためのゴムの材料作りは、時にはパンの

生地づくりに例えられます。どのような味付け（機能

性）にするかはどの材料をどの組合せでどの分量で

混ぜるのか。生地をこねて金型に入れて焼く、そんな

パン作りにも似たゴムの製造方法をご覧ください。

13  錦城護謨 きんじょうごむ

大阪府八尾市跡部北の町1-4-25
tel  072-992-2321

kinjogomu

シルバー株式会社

大阪府八尾市北亀井町2-7-15
tel  072-991-2111

silver_yao_jpYAO

鋳物・金物製造からスタートして今年で95年。シル

バーが手掛ける製品は、決して派手な製品ではなく、

皆さんの目に触れる製品ではないです。しかし、暮ら

しの必需品の中に「実は使われているんです！」とい

う製品。そういった目立たないものであっても、とこ

とん真面目にこだわって、良いものをつくっている

というのが私たちのプライドです。そのため、そのモ

ノづくりをこのFactorISMで少しでも身近に感じて

もらえたら嬉しいです。ちなみに、最近の石油ファン

ヒーターは、匂いも少なく安全性も高い製品ばかり

で、節電効果も非常に優れているのも特徴。今年の冬

は、エアコンから石油ファンヒーターに切り替えて

みては？！

14  シルバー

YAO

天然ゴムの卸売りから商売を開始、創業から73年を

経た今日もゴム関連の商社として、主にゴムの練り

生地（成型前の材料）を扱っている会社です。最近で

はBtoC製品として衝撃吸収ゴルフグリップ

【CORFANO】の開発・販売も行っています。手や肘

への衝撃を抑えることでゴルフライフをより長く楽

しんでいただけるようにと願い、製造しています。

キャスターやOリング、印鑑マット、貼り薬の粘着部、

免振ゴムにいたるまで様々なゴム製品の元となる材

料を製造。天然ゴムや合成ゴム、カーボン様々な材料

が混ざることで用途に適したゴム材料が生まれるこ

とを知ってほしいです。

11  亜細亜商工 あじあしょうこう

大阪府八尾市渋川町6-1-1
tel  072-991-2345

大阪府八尾市北亀井町2-1-30
tel  072-994-7333

kimurasoap kimurasoapYAO

1924年創業。自社工場で釜焚き製法により石けんを

製造。石けん成分を一からつくる、国内では数少ない

メーカー。先代が銭湯に通い詰めて開発した浴場用

洗剤、エアポールは洗浄力が高くタイルを傷めにく

いとして銭湯事業者に愛されてきました。

木村石鹸のポリシーは、自分たちが本当にいいと感

じる商品を提供すること。業務用・家庭用の両分野

において、納得できるまで追求することこそが木村

石鹸らしさであると考えています。その熱意と職人

の技術を組み合わせた独自の商品を、心をこめてお

届けしています。新しい挑戦を続ける会社である反

面、歴史ある製造現場と職人の技術にも誇りがあり

ます。ものづくりの根幹である職人の存在を実感し

てもらいたいです。

12  木村石鹸工業 きむらせっけんこうぎょう

kinjogomu

kimurasoap

1817



YAO

店舗内装のガラス施工会社として1978年に創業し、

全国各地のお客様にガラスを届けることはできない

かと考えネット通販を開始。当初の多くは外注だっ

たものが顧客の要望に応えるために、ガラスを在庫

するところから加工（切断・研磨）、梱包、施工、開発、

販売までを一貫して自社で行っています。身近にあ

るのに意外と知らない、そんなガラスのことを知っ

てもらい「ガラスの魅力を再発見する」ことをコンセ

プトに、今年のFactorISMに参加。ガラスの加工工場

の見学や、ガラスを使ったワークショップなど、体験

を通してガラスを知ることができるコンテンツを予

定しています。

17  コダマガラス

大阪府八尾市南亀井町4-1-2 
tel  072-991-6370

kodama_glass

大阪府八尾市太子堂5-1-46
tel  072-922-5357

asahi_syokuhin1948YAO

「完全味付け！ 喰べてびっくり旭ポンズ」でお馴染み

の旭食品。1948年大阪府八尾市にて「太子乾麺所」と

して創業し74年。1953年「旭食品」に商号変更。1958

年「うどんだしの素」「そばつゆの素」1967年「旭ポン

ズ」2017年「旭ぶっかけポンズ」を販売しています。

こだわりは自社でイチからダシをとっていること。

ダシには北海道産利尻昆布、国産混合節、九州産乾椎

茸。柑橘果汁は徳島県産スダチ・ユコウ・ユズを使用

しています。すべて全国を回って見つけた国産厳選

素材を使用しています。2020年に新工場に移転して

からも、昔から変わらぬ製造方法と原料を使用。多く

は機械化しましたが、手作業での仕事も大切にして

おります。

18  旭食品 あさひしょくひん

YAO

1934年創業の金属プレス加工品受注生産が中心の工

場。2019年、売上比率が7割弱の取引先が海外への生

産移管に続き、コロナ禍になったことがターニング

ポイント。2021年食品事業部を立ち上げ、BtoCの食

品製造販売を開始。建築・電設向け金属部品、ユニッ

ト品。金型設計からプレス加工、溶接、塗装（メッキ）、

組立、最終梱包まで一貫生産しております。その他、

ぽん酢をはじめとした調味料や水産物加工品にも取

り組んでおります。外観部品のような取扱いの難し

いものが得意。多品種少量から大量生産まで対応可。

大型プレス機械が並んでいる大型プレスラインの多

工程部品製造風景は一見の価値あり。金属加工中心

ですが、異業種の食品製造販売も手掛ける柔軟性を

ぜひご堪能ください。

15  平井製作所 ひらいせいさくしょ

大阪府八尾市竹渕3-137
tel  06-6708-2662

平井隆之 suiseihirai.t

大阪府八尾市竹渕2-140
tel  06-6709-1080

YAO

自動車関連部品から建築用設備、知育玩具など様々

な業界の製品を、様々な素材で製造しています。知育

玩具は、書店などで見かけることもあるかもしれま

せん。これらを金型、製品加工、組立までワンストッ

プで製作していることが特徴です。

まずは、お客様に喜んでもらうこと。モノづくりでは

あるが、“人とのつながり” を大切にし、誠心誠意取り

組んでいくこと。それがシンコーエステックの想い

です。FactorISMでは、モノづくりを見ていただくと

共に、皆さんとのつながりもできたら嬉しいです。大

きなプレス機が奏でる音、最後の最後まで丁寧に確

認を怠らない職人の目。工場の中でしか見られない

リアルを思う存分味わってください。

16  シンコーエステック

kodamaglass
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KASHIWARA

YAO

＜折込チラシ＞を主体とした八尾市の印刷会社。小

ロット・多品種・短納期を武器に、西日本でもトップ

シェアの工場にまで成長しました。今年は印刷の更

なる可能性を追求し、高品質デジタルオフセット印

刷機を導入。新たに地域活性事業部を立ち上げ、八尾

市を基盤とした地域密着型の企業をめざしています。

FactorISM当日は、輪転印刷で機械の大きさと印刷

速度、最新のデジタルオフセット印刷機では高品質

を維持した印刷やその実例を見学することができま

す。来場記念に撮影した写真をその場で印刷しプレ

ゼント！広告での提案やアイディアや相談も受け付

けます。

21  シーズクリエイト

大阪府八尾市弓削町南1-18
tel  072-948-7721

daiwaitagami.f

大阪府柏原市河原町5-32
tel  072-971-1445

daiwaitagami

1952年に創業、大阪府柏原市で板紙を製造する会社。

板紙はお菓子のパッケージや本やノートの表紙など

に使われる少し厚めの紙。知らず知らずのうちに一

度は手に取って触れたことがあるかもしれません。

特徴は大きく二つあり、一つ目は難処理古紙の利用。

牛乳パックや化粧品の箱など世の中にはフィルムや

ビニールと紙の複合物がたくさんあります。そのよ

うな古紙も積極的にリサイクルしています。二つ目

は小ロット・多品種。約90種類もの板紙を製造してい

ます。SDGsの意識が高まる中、古紙を資源として出

して終わりではなく、古紙を使ってリサイクルされた

紙を使う事で初めてリサイクルの輪がつながること

を多くの人に知ってもらう機会になれば嬉しいです。

22  大和板紙 だいわいたがみ

YAO

1965 年からステンレス表面処理を生業にスタートし

た会社。創業以来50 年以上蓄積してきた技術力、対

応力を武器にステンレスの発色技術を築き上げてき

ました。世界で唯一の発色技術を用い、黒色発色ステ

ンレス「アベルブラック」を製造・販売しています。

アベルブラックとは、世界で唯一の発色技術。塗装で

もなく、メッキでもなく、電気と薬品の酸化力で酸化

皮膜を成長させ「金属そのものを黒くしています」。

ステンレスは一見、金属の冷たい感じがしますが、黒

く発色することで人工物でありながら温かみのある

質感になります。その変化を実際に目で見て驚きを

感じてみてください。

19  アベル

大阪府八尾市南太子堂1-1-42
tel  072-992-5401

abelblack_jp

大阪府八尾市老原7-97
tel  06-6364-4387

wadaman_gomaYAO

国産ごま取り扱いシェア日本一の「ごま」専業メー

カー。ごまを焙煎した「いりごま」、それをすりつぶ

した「すりごま」、じっくり絞った「ごま油」やペース

ト状にした「練りごま」、さらにふりかけやドレッシ

ング、お菓子といったごま由来の製品を開発・製造・

販売しています。また、減り続ける国産ごまを守るた

め、国産ごまプロジェクトを始動。自社でもごま栽培

に取り組んでいます。和田萬の手掛けたごまの味は、

国内だけでなく海外からの評価も高く、三ツ星レス

トランのシェフたちがこぞって和田萬のごまを選ん

でいます。アメリカの料理研究家からは、「世界一焙

煎が素晴らしいごま」との評価も。ごま愛いっぱいで

お待ちしております！

20  和田萬 わだまん
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YAO

昭和5年創業。大阪八尾銘菓「鉄板焼おかきせんべ

い」を作っています。職人が丁寧に焼き上げ、オリジ

ナルの豊富な味の種類とサクッとした食感が特徴の

おかきせんべいです。国産米100％の生地を使用し、

日本でも希少な伝統ある鉄板で直火約200℃で挟ん

で焼き上げる製法で作られています。手作りのおせ

んべいを小さな工場で職人が作っていること、その

良さを理解して頂き、美味しいおかきせんべいを食

べてください。

26  米菓 桃乃屋 べいか もものや

大阪府八尾市太田新町1-276-1
tel  072-949-1382

momochan_senbei

大阪府八尾市太田新町4-88
tel  072-943-1213

YAO

ユタニが手掛けているのは、「モノづくりのための機

械」。例えば自動車や家電、住宅設備など、おおくの

製品においては、人の手だけではつくり上げること

ができません。大量の製品を効率よく均一につくる

には、機械の力が必要不可欠。そういった産業機械を

つくるメーカー。製品は、大きなものでは長さ30ｍ

を超えるものもあり、自動車関連、建築・住宅関連、

家電関連、鉄道関連など、世間でもよく知られている

大手メーカーで使われています。意外なところでは、

貨幣をつくる造幣局でもユタニの製品が使われてい

ます。まさに、私たちの仕事は“モノづくりのための

モノづくり”。

27  ユタニ

YAO

ユニークでオリジナルな製品開発をモットーに、金

平糖などの砂糖菓子や、お薬をコーティングするた

めの粉糖などを製造。2003年に八尾と堺に体験型の

ミュージアムを作り、これから起こるであろう少子

化・人口減少を危惧し、単にモノ（製品）を作ること

から、サービス業に転換しました。夏場50度を超え

る時もある工場ではありますが、現在20代の職人が

4人ものびやかに育っています。巨大な回転式釜で

グラニュー糖に蜜掛けと乾燥を繰り返し、1日1㎜ず

つ愛情かけて大きくし、凛としたツノと透明感ある、

バラエティに富んだ金平糖を製造しています。砂糖

の塊ではなく、芸術品だということを知ってください。

23  大阪糖菓 おおさかとうか

大阪府八尾市若林町2-88
tel  072-948-1339

froishiori konpeitou_museum_yao

大阪府八尾市太田新町2-104-10
tel  072-920-0277

chromes2016YAO

2004年に建築金物の製作加工会社として創業。その

後、店舗什器・建築金物を中心に別注装飾金物の製作

加工を請け負っています。KANAMOシリーズは、

ランダムに切り出されたステンレス板に凹凸を加え、

溶接しながら貼り合わせていくという創意工夫と高

度な技術を要します。日本文化に着想を得て生まれ

たこの作品は、人の手が創り出す自然の中に存在す

る美しさを思い描いています。CHROMESは金属加

工職人であることに誇りを持ち、モノに畏敬を抱き、

謙虚に誠実に本気でモノ作りを楽しむため、技術の

向上に精進し、想像を形にしていく創意工夫を繰り

返しています。今秋には家具・インテリア用品を中

心に展開するプロダクトブランド「UID」を立ち上げ

るべく準備中です！

25   CHROMES クロームズ

sugarlovechan

株式会社ユタニ
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YAO

1953年に創業したスプリング加工メーカー。創業当

時、主に農機具バネを、その後二次電池部品・白物家

電・自動車・医療器具など様々な分野で、メーカー様

に製品の供給しています。スプリングフォーミング

マシンによる機械加工技術を駆使し、線径Φ0.15 ～

Φ6.0までの加工を行うことができます。プレス加工

品として、二次電池部品のパーツ部品の加工も行っ

ており、設計、試作から量産迄の一貫サポート、治工

具類の内製化、オートメーションを追求している企

業です。見学では、実際に設備が稼働しているところ

の様子を見たり、設備に触れて体験できます。キーホ

ルダーの製作やばねを使っての実験等で物作りの楽

しさや、奥深さをぜひ感じてください。

30  葵スプリング あおいすぷりんぐ

大阪府八尾市太田7-18
tel  072-949-8801

大阪府八尾市福栄町1-19-1
tel  072-999-0448

kakehashi2022YAO

ベトナムと日本の“架け橋” をつくっている会社。も

ともとは、金属加工を行っている高由金属株式会社の

子会社として設立され、現地法人TAKAYOSHI 

VIETNAMと連携し、ベトナムと日本それぞれの特

徴を活かしたモノづくりを行っています。

2022年、八尾市の企業が様々なワークショップなど

を開催してつながる「みせるばやお」に、カフェ『架け

橋 BRIDGEWORKS』をオープンしました。企業様

と企業様、学生様、お子様など様々な場面の架け橋と

なるべく、日々営業しております。今年は八尾の本社

に加え、『みせるばやお』内のカフェ、龍華西公園の

『こうばdeマルシェ』での米粉にこだわったお食事＆

スイーツなど様々な場面で参加させていただきます！

31  タカヨシジャパン

YAO

暮らしに欠かせないフライパンを中心に、鍋やヤカ

ンなどのキッチン用品、アウトドア用品、インテリア

雑貨といった金属製品を企画・開発から製造・販売

まで行っています。これらを職人が一点一点手作業

で仕上げ、表面加工や細かな穴開け、持ち手の取り付

けや検品・梱包まで自社で仕上げているのも特徴。

オーダー品や既製品、さらに自社ブランドにも力を

入れています。

2021年にスタートしたオープンファクトリー＆

ショップ『フライパンビレッジ』。「工場っぽくない」

をテーマにレトロな工場の良さも残しながら、オ

シャレな空間に。製造現場を見渡すこともでき、実際

にフライパンなどの製品を手に取り、購入もできます。

28  藤田金属 ふじたきんぞく

大阪府八尾市西弓削3-8
tel  072-949-3221

fujita_kinzoku

大阪府柏原市本郷5-3-28
tel  072-973-0601

1947年2月に水道メーターのメーカーとして「柏原

金属工業」という社名で事業を開始しました。その後

1963年に現在の「柏原計器工業」に社名を変更。柔軟

な発想で最新の技術を追求し、IoTを活用したユ

ニークな製品開発を通じて、水に関わる人々の暮ら

しを支えています。デジタル時代に求められる新製

品の企画から製造までを行い、SDGs（持続可能な開

発目標）の考え方を会社の指針に取り入れ、新たな時

代へと対応する次世代スマート水道メーターの商品

開発に力を入れています。開発・製造・鋳造・NC旋

盤・プラスチック成形などの専門部門を持ち、自社一

貫体制によるものづくりを実現しているところが強

みです。失敗を恐れず、前向きにチャレンジを続ける

熱意を大切にしています。

29  柏原計器工業 かしはらけいきこうぎょう

KASHIWARA
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期間中、みせるばやおに総合案内を設置します。

29日（土）・30日（日）は、ワークショップのほかに、まちのコイ

ンを使った「もったいない市」（さまざまな素材の端材や撮

影で使用した商品のアウトレット市）を開催します。

FactorISMを盛り上げるマルシェを開催！

工場見学の休憩の場、FactorISMを知るきっかけの場と

して、ワークショップや飲食店を設けることで、まちこう

ばと地域住民をつなぎ、地域の活性化につなげます。

10月27日（木）~30日（日） 10:00~18:00 最終日17:00まで

近鉄大阪線「近鉄八尾」駅から徒歩4分

総合案内･サテライト会場

みせるばやお

HIGASHIOSAKA

まな板になるお皿「CHOPLATE」の
展示と販売　by 河辺商会

印刷に関わる展示とワークショップ
by シーズクリエイト

ロボットボール「スフィロ」を使った
プログラミング教室、水の「ろ過実験」
などの体験型ワークショップ
by 柏原計器工業

ミニトートバッグやコースターなど
オリジナルグッズ作り、ふくさ販売
by 大一創芸

THE BEST KEBAB

ライオンパーラー

coopy

TORU TORU

KISSA ZEROICHI

極美めだか

いろはな×
トランクウィルジュビラント×
モンディマンシェ

むすんで、にぎって。

to.MOSs -灯す-

ブリューパブスタンダード

MIYABI
COFFEE ROASTERY

架け橋  -BRIDGE WORKS-

鶏屋 くだかけ

みんなでハロウィン楽しみ隊

大阪製ブランド認定事業事務局

アベルフィッシング！

障子ストラックアウト！

歯ブラシつかみ取り

まちのコインもったいない市

ボードゲームカフェ＆ショップ
【 inst（インスト）】

Aand＊

マルシェの
詳細はこちら

10月29日（土） 10:00~17:00  30日（日） 10:00~16:00

JR「久宝寺」駅直結

サテライト会場

龍華西公園

lobtex

創業は1888年、両手式バリカンを発明して日本全土

に普及させたのが、歴史の始まりです。1928年、当時

の作業工具は高価な輸入品か職人の手作りが主流

だったところ、職人さん達の役に立ちたいという想

いから、モンキレンチを国産化しました。以来一貫し

て、工具を手にする全ての人の為に高品質な製品を

作り続けています。特にモンキレンチは、90年以上

前に当社が国産初のオールドロップフォージング

（全型打鍛造）による製作に成功しました。会社の歴

史や工具の紹介のほか、普段工具に馴染みのない方

でも工具に興味を持ってもらい、「モノづくりって愉

しい！」と思えるプログラムを考えています。

32  ロブテックス

大阪府東大阪市四条町12-8
tel  072-980-1111

lobster1888

29S
A
T

29S
A
T

30S
U
N

世界に1つだけのオリジナル
メモリーボード作り　by 八尾北連合

端材を使ったサシェ作り体験　by シルバー

30S
U
N

FactorISM展　最終日まで開催！
参加企業60社の企業紹介パネル展

20T
H
U
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古くから世界各国との貿易都市として栄え、鉄

砲、刃物、自転車などの産業が起こり、多くの

中小企業が集積しているエリアです。

まちの歴史を象徴する特産品である刃物、線香、

注染、晒しなど世界が惚れ込む伝統産業から工

業製品まで幅広い企業に出会うことができます。

SAKAI
IZUMI
TAKAISHI

「コンペイトウ王国」の名の通り、金平糖をつくって

いる会社。金平糖は通常の大きさのものでも、つくる

のに10日から2週間かかります。金平糖のトゲトゲ

した角は、1日1ミリずつしか大きくならず、さらに

この角を上手く出すには職人の高い技術が必要。当

社の金平糖は、キラッと輝く透明感とはっきりとし

た“角感” が特徴です。当社は金平糖の製造だけでな

く、その歴史や文化を学び、オリジナルの金平糖づく

りも体験できる『コンペイトウミュージアム』を展開。

今回ファクトリズムでは、堺のコンペイトウミュー

ジアムでもオリジナルの金平糖がつくることができ

る「プレミアム金平糖工房（FactorISMバージョン）」

を開催します！

33  コンペイトウミュージアム堺

大阪府堺市堺区南島町4-148-12
tel  072-282-2790

konpeitoukingdom_sakai

大阪府堺市堺区鉄砲町18
tel  072-229-2332

t.koizumi_koizumi_seisakusyo

産業用ロボットやパワーアシストスーツ、コックピッ

トに歩行器、さらに美術館の人の誘導装置、そして最

新の（日本最軽量の）電動ママチャリなど、パイプを

中心とした金属部品の開発で、様々なお客様のニー

ズに応えています。長年培ってきた精密な加工技術

は、曲げ加工、プレス、溶接、研磨、表面処理などをワ

ンストップで提供可能です。お客様のモノづくりの

お困り事を、高い技術と豊富な知識、そしてネット

ワークで解決している企画提案型の企業です。

FactorISMでは、ユニークな溶接の様子など工場見学

の他に、当社独自のワークショップも企画しています。

34  小泉製作所 こいずみせいさくしょ

sugarlovechan

SAKAI

SAKAI
koizumiss
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カタログ、取扱説明書、チラシ、パッケージといった

印刷物をはじめ、ウェブ制作や3Dソリューションな

ど、ワンストップで提供しています。特にカタログや

取扱説明書は、大手通販や大手家電メーカーなど数

多く手掛け、皆さんのお手元にも当社の印刷物が届

いているかもしれません。製造現場では普段目にす

ることが出来ないものづくりの現場や設備、作業者

の技術を見学し、気づきや驚きなど様々な『刺激』を

受け取っていただけます。見せる側も見る側も互い

に『触発』されるようなイベントに出来れば社員のモ

チベーションUPにも繋がります。若手社員が中心

となって皆さんをお迎えしますので、ぜひご参加く

ださい。

37  真生印刷 しんせいいんさつ

大阪府堺市堺区神南辺町5-152-2
tel  072-225-5001

大阪府堺市堺区柳之町東2-1-23
tel  072-229-4567

大阪の堺で40年以上の間、産業機械や金型を製作し

ている会社です。産業機械というとわかりにくいか

もしれませんが、例えば製品を箱詰めする梱包機械

や、製品にラベルを貼る機械、自転車に使う金型も

作っています。私たちは、そのような機械の土台部分

が担当です。テレビや動画などでよく見かけるロ

ボットアームのような精密機器が安定して動くには、

より精密な土台が必要不可欠。いわば、“産業機械を

支える縁の下の力持ち”といったところでしょうか。

当社が「どんな会社か」「どんなものをつくっている

か」をより多くの方に知っていただきたいので、ぜひ

遊びに来て下さい。

38  伸栄鉄工 しんえいてっこう

ShinseiPrinting

SAKAI

SAKAI

毎日毎日、餡（あん）をつくり続けて70年以上。私た

ちは、“自家製餡” にこだわる和菓子屋。最高級の生菓

子である上生菓子から、粒餡・こし餡の良さを活かし

た様々な和菓子、さらに、和洋折衷の蒸しケーキやプ

リン、スポーツにも最適な飲める羊羹といった、伝統

の中にも今の時代に合わせた和菓子を開発・販売し

ています。これらが可能なのは、自家製餡だから。直

営店や百貨店、茶寮、オンラインショップで全国の餡

好きの皆さんにお届けしています。浪速の粋な文化

に育てられた私たちは、「大阪の食文化に貢献した

い」という想いを持ち続けています。その想いを感じ

ていただき、そして、少しでも「和菓子っていいかも」

と思ってもらえると、なお嬉しいです。

35  福壽堂秀信 ふくじゅどうひでのぶ

大阪府堺市堺区鉄炮町1-13
tel  072-227-2910

fukujudo_hidenobu

大阪府堺市北区常磐町3-19-3
tel  072-255-1287

私たち常磐精工は、簡単に言うと街の看板屋さん。特

に「自立型看板」や「立て看板」と言われるような、店

舗の前やイベント会場の前などに置かれている看板

をつくっています。オープンファクトリーにお越し

の際は「これ見たことある！」という看板が多いと思

います。時流に合ったユニークな新商品の開発にも

注力しているので、ぜひ見てください。街にはたくさ

んの看板がありますが、その多くが安価な海外製。そ

の海外製との差別化として、私たちはメイドイン

ジャパンの品質、特注対応、納期や適正価格といった

強みを持っています。普段目にすることのない看板

屋の中身を見に来てください！

36  常磐精工 ときわせいこう

fukujudo1948

tokisei_staff

SAKAI

SAKAI

fukujudohidenobu

ShinseiPrinting 真生印刷
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各ご家庭に1本はあるであろう包丁。その中でも馬

場刃物製造所では、「和包丁」と言われるものを主に

製造しています。例えば、刺身包丁、出刃包丁などプ

ロが使う和包丁から、家庭で使いやすい万能包丁な

ど。お客様の好みのデザインや形などに合わせた細

かなオーダーにも対応しています。ご家庭でよく使

われる「三徳包丁（万能包丁）」は西洋から伝わった

「両刃」をベースにし、日本で独自に生まれた形。こ

ういった“包丁の基礎知識” もFactorISMで学んでい

ただけるよう計画中です。「お手入れの仕方」や「包丁

の選び方」「研ぎ方」など、普段、気になることを気軽

に質問してください。

41  馬場刃物製作所ばばはものせいさくしょ

大阪府堺市堺区宿屋町東3-3-22
tel  072-232-2641

babahamono.sakai

tea.tsuboichi sakai_kikumori

大阪府堺市堺区材木町東3-1-7
tel  072-232-5039

創業以来、「堺菊守」という銘で、食のあらゆるシーン

で活躍する包丁を提供し続けてきました。鍛冶職人、

刃付職人、ハンドル職人と連携し、問屋業として「銘

切」「柄付け」、そして最後の品質確認を行っています。

近年では、海外のお客様からの注目度も高く、日本製

そして堺打刃物として、その名に恥じないようなモ

ノづくりを行い、海外へ送り出しています。

FactorISMで仕事場を見せていただく鍛冶職人さん

も、よく言っているのは「使ってもらってなんぼ」。

私たちもそのための包丁をつくっています。だからこ

そ鍛冶職人も丹精込めて包丁をつくり、柄付けもしっ

かりとバランスを整えて、握りやすく付け、堺打刃物

としての誇りを持ってモノづくりに取り組んでいます。 

42  河村刃物 かわむらはもの

SAKAI

SAKAI

和泉利器製作所は『堺刀司』の名で、料理を愛し、料

理を楽しむための道具を提供しています。和庖丁を

はじめとした様々な料理庖丁、鍋、料理ハサミ、お客

様からの要望から開発した爪切り。すべてに、創業以

来培ってきたこだわりが詰まっています。この道45

年以上の匠をはじめ、熟練されたスタッフたちの技

を見ることができます。

FactorISMでは、柄をたたくコンコンという音、白い

煙と木の焦げる匂いなど（柄付け作業）、五感でモノづ

くりを体感してください。庖丁は、使ってもらってなん

ぼ。飾りではないので、普段から使っていただきたい

です。研ぎ方などわからないことは気軽に聞いてくだ

さい。使い手からたくさん相談されることが特徴です。

39  和泉利器製作所 いずみりきせいさくしょ

大阪府堺市堺区九間町東1-1-5
tel  072-238-0888

sakai.tohji

大阪府高石市高師浜1-14-18
tel  072-261-7181

創業170年以上、茶の湯文化が発展した大阪・堺で創

業した製茶問屋。茶葉の仕入れから、製造・梱包と

いった商品化まで行っています。日本茶だけでなく、

中国茶・健康茶・茶菓子などの商品企画開発から行

い、幅広い年代から支持されています。

FactorISMでは、当社が運営する堺の町家をリノ

ベーションした日本茶カフェ『茶寮 つぼ市製茶本舗』

で、様々なお茶を試飲できるワークショップを開催

します。この機会に、街中とは思えないゆったりとし

た空間で、“本当に美味しいお茶” を知ってください。

お茶のある場面は、人と人の会話が生まれる場面。そ

のときに間に美味しいお茶があれば、きっと会話も

弾み、良い関係も結べるのではないでしょうか。

40  つぼ市製茶本舗 つぼいちせいちゃほんぽ

SAKAI

tsuboichiTAKAISHI
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TAKAISHI

手ぬぐいや浴衣のもとになっている木綿。その木綿

を染める前に、不純物を取り除き、白く柔らかくする

のが私たちの行なっている「和晒（わざらし）」。さら

に当社では、ロール捺染（なっせん）機やスクリーン

機により、染色やプリントまで一貫体制で取り組ん

でいる。つくる製品は、企業の販促物である手ぬぐい

であったり、昔ながらの寝巻。さらに自社ブランドの

製品なども展開。「和晒の風合いを感じてもらいた

い」。ふんわり柔らかい和晒の感触を、ぜひ

FactorISMで体感してほしいです。雪花絞りのワー

クショップは、大人が付き添えば、5歳くらいのお子

さんから体験可能です。

45  角野晒染 かどのさらしそめ

大阪府堺市西区津久野町3-32-1
tel  072-262-0425

kadono_wazarashi

大阪府高石市高砂3-17
tel  072-268-0035

私たちがつくっているのは、皆さんが生活するため

のインフラに直結したもの。上下水道などのポンプ

に使われる「インペラ（羽根車）」を製造しています。

これが回って水を動かしており、インペラでポンプ

の性能が左右される、いわばポンプの心臓です。納入

しているのは大手ポンプメーカー。国内の上下水道

だけでなく、最近では、中東アジア圏などの海水を淡

水に変える特殊なポンプにも使われています。国内

外で、人の生活に必要不可欠なモノづくりを行って

いるということ。「供給責任を果たす」。これがインフ

ラにかかわるメーカーとして、順守するものだと考

えています。そして、「高品質」。「さすが日本製だ」と

言ってもらえるようなモノづくりを目指しています。

46  ヤナギモト

SAKAI

日本の食文化を支える代表的な食材「昆布」。郷田商

店は1946年に創業以来、その昆布の中でも良質なも

のにこだわり、昆布製品をつくり続けてきた昆布専

門店。希少価値も高く、味わいも豊かな手すきの『お

ぼろ昆布』や『とろろ昆布』、そして大阪の郷土料理

バッテラ寿司に欠かせない『白板昆布』をはじめ、

様々な昆布製品をつくっています。おぼろ昆布とと

ろろ昆布は、「大阪産（もん）名品」にも認証され、長

く愛され続けるお土産としても人気。職人はみんな、

「いいもんつくろう！美味しいもんつくろう！」とい

う意識でつくっています。実際につくっているとこ

ろを見てもらって、郷田商店のファンに、堺の昆布の

ファンになってください。

43  郷田商店 ごうだしょうてん

大阪府堺市堺区市之町東5-1-23
tel  072-222-6688

大阪府堺市堺区市之町東6-2-15

堺で290年間、お線香をつくり続けている会社。屋号

は、香りを扱う商いということで、香木の名前から

「沈香屋」。当代で、八代目沈香屋久次郎になる。少し

堅苦しい名前ですが、お線香は伝統的なものから今

の時代に合ったユニークなものまで、様々な商品を

開発。ハーブや花の香、中にはワインや松茸まで。地

域の町おこしや、結婚式の引き出物などでオリジナ

ルのお線香やお香をつくることもあります。

FactorISMでも、皆さん自身のオリジナルのお線香

をつくることができますので、ぜひ自分の好きな香

りで、「マイ線香」をつくってみてください。

44  奥野晴明堂 おくのせいめいどう

SAKAI

SAKAI

godashoten

奥野晴明堂/167173356777467
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今から100年以上前に大阪・堺で生まれたと言われ

る染色手法「注染」による染色加工を行っている会社。

「手ぬぐいなど反物の染色」と言った方がわかりやす

いでしょうか。さらに、自社の注染手ぬぐいブランド

を展開。現在全国に直営店を6店舗とオンライ

ショップを運営し、企画・デザイン、型、染め、発信・

販売が一貫したモノづくりを行っています。関西の

私鉄や飲料メーカー、老舗喫茶店、菓子メーカーなど

とのコラボ手ぬぐいや、堺ならではの古墳モチーフ

の手ぬぐいなど、手ぬぐいの可能性が広がるユニー

クなデザインも発信中。FactorISMでは、こういった

注染独自の技法、例えば糊置き、注染、水洗い、乾燥

といった職人の手作業を見学することができます。

49  ナカニ

大阪府堺市中区毛穴町338-6
tel  072-271-1294

nijiyura_tenugui

nishikawayoshi9648

大阪府堺市中区毛穴町216
tel  072-271-0918

日本で古くから使われている「手ぬぐい」や反物（た

んもの）を昔ながらの手法でつくっている会社。手ぬ

ぐいは平織の木綿を生地にしていますが、小巾(こは

ば)木綿という幅の小さい木綿を窯で炊き上げる工

程「晒（さらし）」と、晒した木綿にデザインを染色す

る「注染（ちゅうせん）」。２つの工程から製品をつ

くっています。自社のオリジナル製品もあるが、企業

や寺社仏閣、お祭り関係や落語家さん、剣道など様々

なお客様からオーダーいただいた手ぬぐいの製作も

行っています。スポーツや音楽などイベント事と関

連付けたり、今の日常に使いやすい形を考えたり、

「手ぬぐいって古いけど新しいかも！」と感じてもら

えるようなチャレンジも進めています。

50  西川由染晒工場 にしかわよしそめさらしこうじょう

SAKAI

SAKAI

厚さが0.3 ～ 0.5mm、直径が34 ～ 100mmの「薄肉ス

テンレスパイプ」を製造する会社です。これだけ薄い

ステンレスのパイプを製造している会社は珍しく、

非常にニッチな業界です。そのパイプを、さらにいろ

いろな形状に加工して、お客様のもとにお送りする

という「製造・加工・梱包」まで自社で行っています。

このパイプが使われるのは、主に家庭用のガス給湯

機。マンションやアパートなどの集合住宅で使われ

ているので、皆さんのおうちにも当社の製品が使わ

れているかもしれません。モノづくりに向き合うと

きは、大袈裟かもしれませんが、「人の命を預かって

いる」という安全意識を持って取り組んでいます。

47  ヤマトステンレス

大阪府堺市中区新家町624
tel  072-234-3106

kawabe_shokai

大阪府堺市西区平岡町85-1
tel  072-260-6700

プラスチック成型とは、溶かしたプラスチックを、金

型などを用いて求める形に固めて仕上げるもの。河

辺商会は、創業以来プラスチック成型品の製造、技術

開発、金型作成に携わり続けています。手掛けた製品

は、家電、自動車、AV機器、カメラ、電池など、皆さん

の生活のすぐそばで活躍し、豊かな暮らしや当たり

前の日常を支えています。近年では、環境面に配慮し

た“塗装レス” の技術や、EV車の開発で必要不可欠な

軽量化を追求した技術、材料の再利用といった環境

に優しいモノづくりにも注力。自社商品もスタート

し、さらにモノづくり力を加速させています。

48  河辺商会 かわべしょうかい

SAKAI

SAKAI
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IZUMI

IZUMI

hotta_carpet

私たち原口機工は、「生産財の総合商社」。ファクトリ

ズムに参加している他の企業さんとは異なり、目に

見えるモノをつくっている企業ではありません。

ちょっとカッコ良く言うと“産業界の未来と感動”を

つくっている企業。 具体的には、今産業界で求められ

ているロボット技術などの自動化につながる製品や

システムを提案し、お客様の「こんなことをやりた

い！」という想いを実現することで感動につなげて

います。

また、ボルト1本から得意とする機械工具や工場全

体のレイアウトまで、数百社の取引先、20万点の取

り扱いアイテムを駆使して最適なものをご提案する、

モノづくりの現場に必要不可欠な商社です。

53  原口機工 はらぐちきこう

大阪府和泉市小田町1-5-32
tel  0725-41-1880

八田工業は、“真空熱処理専門工場” 。聞きなれない名

前だと思いますが、真空熱処理というのは、名前の通

り、炉の中を真空状態にして加熱する熱処理のこと

です。私たちは、お客様から様々な金属部品や製品を

お預かりし、この熱処理を施しています。なぜ熱処理

をするのか？それは金属を硬化させるため。例えば

自転車のチェーンは、熱処理をしていないと、100m

走る前に切れてしまう。そういった金属部品・製品

に欠かせないのが熱処理であり、当社はその中でも

特に真空熱処理を得意としている会社です。お客さ

んに喜んでもらおうと思ったら、新しい技術に挑戦

していかなければならない。挑戦していくことこそ、

八田工業の魅力です。

51  八田工業 はったこうぎょう

大阪府堺市中区八田西町2-18-40
tel  072-277-7227

大阪府和泉市観音寺町531
tel  0725-43-6464

ウールの「ウィルトンカーペット」を中心に、ウール

素材を主原料にした独自のカーペットやラグを企

画・製造・販売している会社。現在4つのブランドを

展開し、カーペットの暮らしの心地よさを伝えてい

ます。当社のカーペットは、住宅用はもちろん、５つ

星ホテルやハイブランド店、さらに新幹線などにも

採用され、“長く美しく使えるカーペット” として愛

用されています。「カーペットを日本の文化にする」。

本当にいいモノをつくることで、それを実現してい

くことがビジョン。今回は、約6千本の糸が織られて

いく迫力あるウィルトン織機の様子などのオープン

ファクトリーに加え、タフティングと呼ばれるカー

ペットのワークショップを行う予定です。

52  堀田カーペット ほったかーぺっと

SAKAI haraguchikk

堺市役所前 Minaさかい広場に堺市内の企業が一堂に会

する特別な1日。五感をフルにつかってものづくりを身

近に感じられるワークショップを開催します。大人気ク

レープのキッチンカーも出店！ご家族で楽しめます！

10月30日（日） 10:00~16:00

南海電鉄高野線「堺東」駅から徒歩2分

サテライト会場

Minaさかい広場（堺市役所前）
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KADOMA

KADOMA

昭和28年に大阪にて創業し、自動車・電気・電子分

野の省力化設備、FA（ファクトリーオートメーショ

ン）に従事している老舗システムメーカー。近年では、

ロボット・知能化（AI）設備に注力し、幅広い分野で

の省力化の実績を積み重ねています。経験や最新の

技術を取り入れた発想を心がけ、他社が断るような

仕事も喜んでお受けするチャレンジ精神を社長筆頭

に社員全員が取り組んでいます。そのチャレンジ精

神が功を奏し、他社より多い失敗経験を積み重ねる

ことで、発想力・提案力・実力が増し、いまでは駆け

込み寺と言えば智頭電機と言ってもらえるまで成長

しました。人の形までとはいかないものの、人と同じ

ような事ができるロボットをご覧ください。

54  智頭電機 ちずでんき

大阪府門真市向島町1-8
tel  06-6901-5174

大阪府門真市島頭3-7-3
tel  072-884-6111

2021年の創業50周年を機に“物流商社”として新た

に発足。NEXT50’ 年に向け、従来の建材物流機能に、

商社が得意とする課題解決機能を加え、資材調達か

ら製造加工や流通販売、納材に至るバリューチェー

ンの構築で、さらなる付加価値の増大を目指して“あ

りがとう”を創造し続けています。外壁コーナー材を

1本から（小ロット・多品種）製造しており、“超”短納

期で（場合によってはその場で）作れるところが自慢。

配送、倉庫、加工が一体となって建築現場に必要な材

料を、必要な時に、必要な量だけお届けしています。

現場の端材を材料とするエココーナ－は“ SDGs事

業”として大注目されています。

55  大日運輸 だいにちうんゆ

大手家電メーカーに牽引され発展してきた産業

都市で、金属加工やプラスチック、ゴム成型など

に取り組む企業が集積してきたエリアです。

金属、布、建築資材、歯車、医療用針からロボット

まで多様な企業に出会うことができます。
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KADOMA

KADOMA

ニッチな業界ではありますが、全国では10位に入る

規模で、その機動力と、今年で48年目を迎える経験

と技術力が弊社の強みです。この強みを生かし、これ

までに著名な建物の玄関周りを手掛けてきました。

ステンレス建具の製作 ステンレス及びアルミ、スチー

ルによる建築装飾金物の製作。特殊加工を得意とし

ています。 ステンレス加工では他社に負けない技術

があります。

58  一瀬製作所 いちのせせいさくしょ

大阪府門真市四宮6-2-23
tel  072-881-7400

大阪府門真市ひえ島町17-30
tel  072-884-3500

私たちがつくっているのは、様々なプラスチック製

品。どんなところに使われているのかというと、例え

ば、自動車のラジエーター部分や空調ダクト、エンジ

ンの吸気ダクト、家電関係ならパン焼き機の発酵用

ボードやエアコンの配管カバー、マッサージチェア、

他にも建機や農機のダクト関係、チャイルドシート

や座椅子、介護用のストレッチャーなど社会の中の

あらゆる場面で使用されています。「日本の製造業を

もっとExciting（エキサイティング）に！」ちょっと

奇抜なキャッチフレーズですが、当社の想いは

「Exciting＝働く喜び」にある。誰もがモノづくりに

かかわる喜びを感じ、人間力あふれるクラフトマン

として成長できるようサポートしています。

59  マルイチエクソム

KADOMA

KADOMA

1970年創業。従業員100名（有資格溶接作業者30名）、

CO2溶接機42台、ロボット溶接機17台、レーザー加

工機2台、ブレーキプレス10台。鉄骨プレハブ住宅

メーカーとの取引で成長してきました。

24時間、無人で稼働するレーザー加工機システム。ロ

ボット溶接機17台、CO2溶接機40台。火花を散らし

て溶接作業をする大勢の職人の姿、レーザー光線が鉄

板を秒速10～20cmで切っていく光景は壮観です。

56  広伸 こうしん

大阪府門真市四宮4-5-22
tel  072-881-4001

大阪府門真市一番町15-7
tel  06-6908-1594

1955年の創業以来、65年あまり門真市で布製品の製

造を営んできました。エプロン、バッグを中心に時代

の需要に合わせて小ロット多品種に対応し多くのお

客様にご満足いただいています。 私たちの工房では、

服飾雑貨からインテリア小物、産業資材にいたるま

で、いろいろなものを生産しています。ひとつの縫製

工場でこれだけいろいろなものを製作しているとこ

ろは珍しく、自動裁断機、プログラムミシン、パター

ン作り、検針機、ハンド検針機の見学や一部では体験

も行う。ワークショップではちょっとした小物を作

成してもらい、ものづくりの面白さを体感し興味を

「触発」します！

57  布もの工房 北次 ぬのものこうぼう きたつぎ

nunomonokobo nunomonokobo

nunomonokobo1955

ichinose_metal_work
ichinoseseisakusyo
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プラチナパートナー

共催

みせるばやお / 一般社団法人ベンチャー型事業承継 / おふらぼ

近畿経済産業局 / 大阪府 / 大阪観光局 / 大阪産業局 / 八尾市 / 堺市 / 門真市 / 八尾市観光協会 / 京阪ホールディングス

後援

堺商工会議所 / 大阪公立大学 / 京都信用金庫

協力

メディアパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

コラボレーションパートナー

クリエイティブ監修

MIYAKOJIMA

kurihara_mokkokuriharamokkoKADOMA

昭和35年、先代が六畳一間から始めたのが原点。家

具でもちょっと違う、壁から壁、床から天井とその空

間にピッタリと合った家具を造作家具という。職人

の手技と最新木工機械の融合でオンリーワンの『造作

家具』は空間に価値を与えています。建築士・技能士

など経験豊富な職人が製作提案から塗装・取付まで

一気通貫で行っています。工場は冷暖房完備・窓がた

くさんあり明るいのが特徴的。塗装部も備わり多様

な染色ができるのも強みです。3年前に購入した5軸

マシニングセンタで複雑な形状の加工や360度の加

工も可能に！職人の作業場の整理整頓がとても個性

的。木の匂いを感じながら家具がどのようにできる

のかを感じ、家具を買う時には使い捨ての家具ではな

くずっと使いたい家具を選んでください。

60  栗原木工 くりはらもっこう

大阪府門真市三ツ島5-19-2
tel  072-884-1168

大阪府大阪市都島区高倉町3-9-1
tel  06-6925-1900

大正14年に現本社工場（都島）で創業、昭和58年よ

り歯車を製造し、現在は大阪市都島区の本社工場と

門真市四宮の門真工場の2拠点でオーダー歯車を製

造しています。小さいものから２ｍを超える歯車ま

でを社内一貫で製造しています。スプロケット、ギア、

タイミングプーリ、ラックギアなど、食品機械や鉄道

など身近な製品の部品として使用されています。歯

車の歯の部分を加工する機械が、歯車会社特有であ

り、大型歯車の歯切のシーンは、見ていて感動するこ

と間違いなし。

FactorISM当日は、本社工場、門真工場の両方で開催

します。

61  三和歯車 さんわはぐるま

sanwahaguruma三和歯車
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