
ブース№ カテゴリー 会社名 ブース№ カテゴリー 会社名
M-68 作業用品 アークランドサカモト株式会社 H-4 アルミケース製造 アクテック株式会社
M-53 ワーキング 株式会社アイズフロンティア H-8 金属熱処理 朝日熱処理工業株式会社
M-15 ワーキング アイトス株式会社 H-39 システム 株式会社アスコット
M-42 ワーキング 旭蝶繊維株式会社 H-27 旅行社 株式会社いすゞ旅行
M-77 安全靴 アシックスジャパン株式会社 H-30 各種団体 インドネシア
M-26 ワーキング アタックベース株式会社 H-36 サッカーチーム 株式会社ＦＣ ＴＩＡＭＯ枚方
M-61 手袋 アトム　株式会社 V-5 各種団体 一般社団法人　大阪府建団連
M-50 ワーキング 株式会社アルトコーポレーション V-7 各種団体 大阪府中小企業家同友会（東ブロック）
M-30 ワーキング 大川被服株式会社 H-9 プレス金型 株式会社岡崎金型工作所
M-35 ワーキング おたふく手袋株式会社 V-1 各種団体 北大阪商工会議所
M-6 事務服 カーシーカシマ株式会社 H-24 胡蝶蘭 キャル株式会社
M-69 作業用品 カワシマ盛工株式会社 H'-1 健康用品 共和ゴム株式会社
M-44 ワーキング 株式会社クレヒフク H-25 飲料販売 キリンビール株式会社
M-13 ワーキング クロダルマ株式会社 H-2 熱中症対策 クールスマイル
M-47 安全靴 株式会社ケイゾック H-23 砂栽培農業ビジネス 株式会社グリーンファーム
M-11 ワーキング 株式会社コーコス信岡 H-38 税理士法人 税理士法人　経営ステーション京都
M-19 ワーキング 株式会社サンエス V-9 各種団体 高知県産業振興センター
M-56 安全靴 サンダンス株式会社 H'-2 お米屋 幸福米穀株式会社
M-72 サービス 株式会社サンペックスイスト H-13 菓子製造販売 株式会社鼓月
M-64 安全靴 ジーデージャパン株式会社 H-1 和菓子 株式会社呼人堂
M-23 ワーキング 株式会社ジーベック H-7 防災品 有限会社コバシ産業
M-43 サービス シーユーピー株式会社 H-10 システム受託開発 有限会社サイバークラフト
M-71 ワーキング 株式会社自重堂 H-11 薄板精密溶接 三郷金属工業株式会社
M-59 手袋 株式会社柴垣商店 H-47 作業服・作業用品販売 ショップたまゆら
M-57 安全靴 株式会社シモン H-35 保険代理店 株式会社杉野保険サービス
M-8 事務服 株式会社ジョア H-46 刺繍 鈴木刺繍
M-48 ワーキング シンメン株式会社 H-5 塗装関連工具製造 株式会社セブンティエイト
M-9 手袋 鈴与興業株式会社 H-37 空調設備 有限会社S.O.W.A
M-67 安全用品 スターライト販売株式会社 H-45 刺繍、プリント 有限会社タカタエンブレム
M-74 サービス 住商モンブラン株式会社 H-19 おかき製造販売 高山製菓株式会社
M-3 事務服 セロリー株式会社 H-42 作業服・作業用品販売 たまゆら
M-40 ワーキング 株式会社桑和 H-43 飲料販売 株式会社チェリオコーポレーション
M-36 ワーキング タカヤ商事株式会社 H-33 調査会社 株式会社帝国データバンク
M-66 安全靴 株式会社チャンス H-21 警備 東洋テック株式会社　大阪東支社
M-55 手袋 中部物産貿易株式会社 H-41 自動車関連 株式会社トヨタレンタリース新大阪
M-70 作業用品 株式会社TJMデザイン(TAJIMA) H-3 日用雑貨卸 中山福株式会社
M-32 ワーキング 株式会社藤和 V-2 各種団体 2025日本万国博覧会誘致委員会
M-38 ワーキング 中塚被服株式会社 H-17 フィルム 日本テクノロジーソリューション株式会社
M-65 安全靴 日進ゴム株式会社 H-20 情報通信 日本電通株式会社
M-24 ワーキング ビッグボーン商事株式会社 H-44 温浴施設・フィットネス等 株式会社ビーバーレコード
M-7 事務服 フォーク株式会社 H-12 各種団体 東大阪市 経営企画部 企画室
M-62 作業用品 福徳産業株式会社 V-10 各種団体 東大阪市花園ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2019推進室
M-63 安全靴 福山ゴム工業株式会社 H-40 自動車販売・運送業 久松自動車株式会社
M-49 ワーキング 株式会社ベスト H-16 クレーン作業・工事 平野クレーン工業株式会社
M-1 事務服 株式会社ボンマックス H-14 内装・インテリア 株式会社ファクトリー
M-52 安全靴 株式会社丸五 H-6 電材買取センター 株式会社フジデン
M-28 安全靴 ミズノ株式会社 H-34 コンサルタント 株式会社ポジカル
M-5 事務服 株式会社ヤギコーポレーション V-4 各種団体 MOBIOものづくりビジネスセンター大阪
M-51 ワーキング 山田辰株式会社 H-28 印刷 株式会社米谷
M-54 手袋 株式会社ユニワールド H-18 ラジオ ｱｶﾍﾟﾗﾎﾞｰｶﾙｸﾞﾙｰﾌﾟclearance（ラジオ大阪OBC）

H-15 オートボディプリント 株式会社ラッキーリバー
H-22 新電力 株式会社ルーニーコーポレーション

F-6 上等カレー 有限会社オフィスK-1
F-3 きらくのカツサンド 株式会社きらく
F-1 ココベーカリー 幸福米穀株式会社
F-4 鮨 鮨楽　さかえや
F-5 空とぶからあげ 株式会社ハジメフーズ
F-2 ハニコロ マーケットクリエイティブ株式会社

お客様出展ブース〈五十音順〉

飲食ブース〈五十音順〉

メーカー出展ブース〈五十音順〉
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