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大阪のあるべき姿と重点テーマを示す「ビジョン」と、そ
の実現に向けた「アクションプラン」をとりまとめたのが
「千客万来都市ＯＳＡＫＡプラン」です。
“ビジネス・ホ
ームドクター”である経営指導員が、地域商工業に活力あ
ふれる「大阪」をつくりだすための支援をします。

新淀川支部（淀川三区担当） 北・都島・福島支部
旭・城東・鶴見支部 中央支部 此花・西・港支部
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工夫ある経営で頑張っている中小企業
大気と水の環境浄化に貢献する会社
工場などに設置される排ガス洗浄装置であるスクラバ
ーなどの設計・製作・販売を手掛けるイーテクノ株式会
社（所在地：大阪市東淀川区西淡路 1-3-26 弥生新大阪
第一ビル 604

代表取締役：兵頭幸徳氏）は、2010 年の

設立。「東洋ゴム工業」
の技術を継承したミスト分離に優
れた特性を持つ装置は、数多くの納入実績を有する。
昨年１年は組織としての基盤固めや体制確立に全力を
注ぎ、目指すべき方向性が見えてきたと、兵頭社長の弁。
そして今年の２年目、飛躍の年と位置付け、積極的な展
開を進行中である。11 月には日本企業と中国企業、同社
の３社で合併会社を設立した。現在、同社では日本向け
の製品を作っているが、この合併会社では中国市場をタ
ーゲットとしたビジネスを展開しようと考えている。
中国は著しい経済成長の最中にあるが、環境対策では
大きく出遅れている。そこで中国政府は環境対策のため
に今後 10 年間で 50 兆円規模の投資を行うことになって
いる。すでに日本の名だたるメーカーも進出しており、
同社も共に打って出て、日本の技術で中国のものづくり
を進めていく予定である。中国市場でこうした環境ビジ
ネスを展開できるのも、現地に頼もしいパートナーがい
てこそ。確かに、確たる人脈がないと中国でのビジネス
は難しいといえるが、逆に考えれば信頼のおける人さえ
いれば、ビジネスチャンスは掴めると言えるのではないか。かくて、中国市場をターゲットと
した事業展開は、現地との密接な人的ネットワークを大いに活かし、順調に進められていると
いう。
加えて、同社の視線は環境分野だけに留まらない。現在、急速な経済成長を遂げている中国
では、裕福層のみならず中間所得層の収入も伸びている。そういった消費者層をターゲットと
した物品販売業にも着手しようと構想している同社。柔軟に視野を広げ、ここぞとばかりに行
動へと移す同社の今後の展開には、目が離せない。
（新淀川支部）
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利用価値の高いトランクルームとコインランドリーを目指している会社
大阪の玄関口「新大阪」駅からＪＲ東海道線で一駅。
「東淀川駅」から徒歩５分の利便性の高
い場所に、トーア興発株式会社（所在地：大阪市東淀川区西淡路 4-15-23
西澤稔氏

℡:06-6327-4500

代表取締役社長：

URL：http://shinosaka-trunkroom.jp/）が運営する新大阪トラ

ンクルームがある。
トランクルーム用に設計、建設された鉄筋コンクリート８階建てのマンションタイプの堅牢
な建物で、使い勝手のよさに加え、耐震性と耐久性に優れた構造となっている。その上、多く
の監視カメラを設置し、セキュリティを高めているため、保管義務のある重要書類やデリケー
トなデータ、貴重品の保管先として定評がある。
建物全体の重厚な設備と１階ロビーにある応接コーナーや事務スペース、十分な駐車スペー
スが確保されていることから、ビジネスの拠点としての評価も高く、地方工場の製品の再分配
物流基地として、近郊の製品の一次納入基地として、また通信基地としての活用も進んでいる。
その隣では、同社がドライクリーニング設備のあるコインランドリー「エムズ新大阪店」を
経営しており、本格的な設備を使って、経済的にドライクリーニングが出来ると評判。トラン
クルームに衣類を保管するのであれば、クリーニングの後、トランクルームに保管でき、衣替
えの作業が効率的にできるようになっている。毎日 8:00～18:00 にはインストラクターが常駐
しており、クリーニングのプロが洗濯のコツをサポートしくれるのも嬉しい。
トランクルームの室数は 300 室。荷物をすっきり収納し、快適で清潔なスペースを確保でき
るよう、スチール棚などの備品をレンタルすることもできる。24 時間 365 日出し入れＯＫ。
いつでも、必要な時に必要なものを出し入れできる。事務所スペースを有効に、貴重品やデ
ータの安心保管に「使って便利、預けて安心」信頼のトランクルーム活用をお勧めする。
（新淀川支部）

またもやヒット商品を開発！カラダのバランスをサポート「指間パット toe gripper」
有限会社ガルボプランニング（所在地：大阪市西区土
佐堀 3-1-10 ℡：06-6449-8765

取締役：末政亜紀宏氏

URL：http://www.garbo-planning.co.jp/ ) は、ファッ
ションデザイン・ブランド開発・グラフィックデザイン・
プロダクトデザインを行うデザイン会社である。
社長は、無尽蔵にアイディアが湧き出る発明家でもあ
るが、平成 21 年夏に製品化した日本で初めての「ペン型
の携帯型 除菌・消臭スプレー」に引き続き、この度「指
間 パ ッ ト toe gripper 」 を 世 に 送 り だ し た 。（ URL ：
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http://www.toegripper.com）
この商品は、足裏の小指から中指の間に装着するパット
で、かさを取らず靴下の中に収まるものである。
『カラダのバランスをサポート！足の裏に着けるだけ
でツボを刺激し、カラダ全体をまっすぐ補正！日本人の
足もとから、カラダの機能を健全にする。』が、謳い文句
であり、その効用は大学教授からもお墨付きをもらって
いるが、実際に５人のスポーツマンにモニターテストを
行った結果…◎足裏感覚の改善：足指感覚が繊細になり
地面をつかみ易くなるため運動能力が向上する。◎膝
痛・股関節痛の改善：指のつけ根に装着するため足裏ア
ーチが安定し歩行時の衝撃が少なくなる。◎体全体の疲
れが軽減：アーチバランスが良くなるので安定した歩行
ができている。◎下り坂での膝痛解消：足裏左右のバラ
ンスが安定しムダな力が膝にかからず歩ける。◎膝痛が
悪化しない：上記と同じく安定した歩行ができているの
で足裏で衝撃が吸収できている。◎着用感が気持ちい
い：指間のツボ刺激効果か？◎足底筋（そくていきん）
を自然に鍛えられ運動能力や健康の改善ができる。とい
う効果が出ている。
末政社長は「２年前に女性の裸足ハイヒールサンダル
スタイルが主流になり女性の 20％が水虫・外反母趾で苦
悩していることを知り、商品を発案し開発して行く上で歩行・運動・健康等 に関わる多くの文
献を研究しました。開発に於いて 20km 以上登山テストを 20 回以上、フルマラソンテスト５回
以上の他多くのモニターテストを重ね、形状や軟度の改良を各 10 回以上重ねて完成しましたの
で、昨年秋に入ってプレ販売をスタート。マラソン・スノーボード・ゴルフなどで好評を得て
います。
」と語っておられ、健康にも美容にも絶大な効果のあるこの商品が、日本全国に広がる
ことを願っておられる。
（此花・西・港支部）

創業１００年を超える洋画筆専門製造会社
マエヤマドロウエル株式会社（所在地：大阪市天王寺区勝山 3-5-9

代表：前山克己氏

℡：

06-6771-6320）は、明治 38 年 4 月創業 106 年の歴史を持つ老舗企業である。
家庭用ブラシ、輸出用ブラシのメーカーとして日本においてもっとも長い歴史を持つ洋画筆
４
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専門製造会社として、常に業界をリードしてきた。
高い品質と種類の豊富さ、一歩進んだ筆作りの姿勢は、
大正初期には広く専門家にも愛用されるブランドとして
画筆の製作研究に努めてきた。
“ＭＡＥＹＡＭＡ

ＤＲＡＷＥＬＬ”は、世界各国のユ

ーザーの信頼に応え、国際的視野で文化の発展に貢献し
ている。水彩画筆、油絵画筆、化粧ブラシを三代にわた
りつくり続け、欧州をはじめ世界 20 数ヶ国へ輸出してい
る。

ドロウエル画筆

主力製品である洋画筆は、製造過程のほとんどが手作業
で行われている。
今後も、長年培われてきた職人の技により、品質重視の
ＭＥＤＥ

ＩＮ

ＪＡＰＡＮの筆を入念に造り続ける。

現在、ドイツの画筆メーカー「ダヴィンチ社」と提携
を結び、輸入総代理店となっている。
最近、化粧筆が話題となっているが、「ダヴィンチ社」

ダヴィンチ画筆

の筆もプロ用となっており、高品質で高い評価を得てい
る。
当支部の“キラリと光る”製品、および独自商品を持つ
オンリーワン企業に着目し、動画にて紹介する事業「バー
チャル勧業展～あべてんｅ－ＥＸＰＯ2011～」に参加。同
社のホームページ（URL:http://www.drawell.co.jp）にビ
デオが掲載されている。ご興味のある方は、是非ご覧にな
られてはいかが。
（天王寺・阿倍野支部）

ダヴィンチ化粧筆

下町の商店街のレトロとイノベーションが共存する大衆洋食堂
南自由軒（所在地：大阪市西成区太子 1-11-5

URL:

http://www12.ocn.ne.jp/~minamiju/）は、動物園前１番
街商店街にある大衆洋食堂だ。今年で創業 90 周年を迎え、
オーナーの小林清一氏は３代目となる。レンガ造りの店
構えに「大衆食堂 南自由軒」の暖簾。昔ながらのショー
ケースにはカレーライスやとんかつ、海老フライなどが
並び、差し詰め今はなきデパートの屋上大食堂を彷彿と
デパートの大食堂を彷彿とさせるショーケース
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させる。暖簾をくぐるとカウンター式の客席の向こうには五徳があり、店内の壁にはレトロな
写真が所狭しと並んでいる。
同店の人気メニューは憧れのオムライス。和風に味付けした牛肉と玉葱、ガス釜で炊いたご
飯のグリンピース入りケチャップライスを薄焼き卵で包み、自家製のデミグラスソースがかか
っている。インターネットのグルメ・サイトでも「どこか懐かしさを感じる素朴な味」と評判
だ。大盛りも当然+160 円で可能。
そんな昔ながらの大衆洋食堂だが、店主の小林氏は革新的。円
高と震災の影響を受け、一頃のことを思うと外国人観光客も少な
くなってはいるが、同店の最寄駅のＪＲ新今宮駅周辺には外国人
のバック・パッカーや夜行バスで移動する若者などが利用する格
安のホテルも多い。そのような周辺環境の中で、同店は日本語の
メニューはもちろんのこと、英語、中国語、韓国語のメニューも
店主自らが製作して店内に置いてある。自作のインターネット・
サイトのメニューも日本語と英語が併記してある。「インターネ
ットを使えば翻訳はできる。正確でなくても相手に意味が通じれ
ばいいんです。同じことばかりしていても、先細りになるだけで
店主 小林 清一 氏

すよ。常に何か新しいチャレンジをしていないと。成功して話題

になる人の影には必ず無数の失敗があるハズです。失敗を恐れずに挑戦していれば、商店街も
活性化するハズです。どうすればこの商店街にお客様が来てくれ
るか、いつも考えている。」と小林氏は熱く語る。そしてついに創
業 90 周年を記念して、巨大なオムライスのオブジェを軒先に吊る
した。「飲食店は食べてみないと良さがわからない。でも、それで
はインパクトが弱い。『見た目に頼るようではおしまいだ』とわか
ってはいる。でも、遠くから見ても『あれだ』とわかるイチビっ
た（調子に乗った）オブジェで人通りをここで立ち停めたかった。
クチコミで知り合いに紹介するときでも、
『オムライスが目印の
店』ってわかりやすいでしょう。」
更なる円高が進み、外需の取り込みや国際化、国内の空洞化の
問題がまた取り沙汰されるようになった昨今、創業 90 年の伝統を
守るためには、「できることからチャレンジする」むしろ攻めの姿

巨大なオムライスの看板が目印の店

勢が必要だと、改めて感じさせられる下町の商店街の老舗飲食店である。
（大正・浪速・西成支部）
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世界のリコーダーの演奏家から愛用される『タケヤマリコーダー』
リコーダーは音楽の授業で親しんだ身近な笛の楽器である。住之江区安立に国内はもとより、
世界のリコーダー演奏家や愛好家から愛用される「タケヤマリコーダー」を製作している竹山
木管楽器製作所（所在地：大阪市住之江区安立 3-8-12 代表：竹山宏之氏

℡：06-6678-1000

URL：http://www.takeyama-recorder.jp/）がある。
リコーダーの歴史は古く、中世ヨーロッパの時代、
300 年も前に既に完成された楽器である。
我が国では戦後、音楽の学習のために木製のリコー
ダーを国内で製作する必要に迫られ、楽器商社が紡績
機械に使う筒状の糸巻き・ボビンを製作していた同社
の前身の「竹山木管製作所」に依頼したことにより始
まる。同社でボビンを加工する日本古来の「ろくろ」
の技術を使って 1960 年代に完成した。
ボビンを作るための刃物やリコーダー製作に欠かせ
ないリーマや特殊バイトや穴あけ機械を開発するなど、竹山木管楽器製作所は日本における木
製リコーダーの草分け的な存在である。
製造はカエデ、サクラ、ツゲ、ローズウッド、黒檀、グレナデｨラなどの堅く木の密度が濃く、
ふし等の無い材料を厳選することから始まる。同じ木でも使う部分によっても微妙に音色の差
があるため、１本のリコーダー製作に２～５年と長い年
月をかけ、
完成までには 60 もの工程を経て熟練の職人が
丹誠こめて丁寧に手造りされている。
やさしい繊細な音から、芯のある力強い音色が特長の
ソプラノ、アルト、ヴォイス、テナーのリコーダーのト
ップブランド「タケヤマモデル」はアンリュウリコーダ
ーギャラリーで見ることができる。
また、ギャラリーの奥にはリコーダーを中心としたコ
ンサートや初心者向けリコーダー教室が開催されるタケ
ヤマホールもあり、一寸法師とゆかりのある安立商店街
の活性化にもつながっている。
（住之江・住吉支部）
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地域の動き
ものづくり企業データブック」を発行
旭・城東・鶴見支部では、
「ものづくり企業データブッ
ク」を発行した。この冊子は、旭区・城東区・鶴見区、
及び周辺地域に存在する優れたものづくり企業 102 社の
企業データや製品、技術などの強みを掲載している。
１ページに４社ずつ、企業情報を掲載。住所や電話番
号などの基本的な企業データとともに、製品などの写真
や企業の特徴を説明する文章を掲載している。
掲載企業 102 社は、旭区 25 社・城東区 46 社・鶴見区
26 社・その他周辺地域５社と、４つ地域わけて 50 音順
に掲載している。
地域ごとに企業所在地を表示した地図や、全体の 50
音順索引などもあり、分かりやすく見やすいように工夫
を凝らした冊子の体裁は、Ａ４サイズで、40 ページのオ
ールカラー。
旭区・城東区・鶴見区は、明治時代から鉄道が開通し、早くから発展してきた地域である。
旧陸軍の砲兵工廠や紡績工場ができ、その後、次第に関連工場が集まった。城北川や寝屋川、
第２寝屋川の各川沿いには金属・機械・化学関係の工場が集中するようになり、歴史的にもの
づくりの盛んな地域である。
現在も、長い歴史のなかで培った高い技術を有している企業や、独自の技術でニッチな分野
で活躍する企業など、大阪をそしてわが国を支える元気なものづくり企業が数多く存在してい
る。本冊子は、このような元気なものづくり企業の周知やビジネスチャンス拡大に役立つこと
を目的としている。
冊子の入手を希望される方は、旭・城東・鶴見支部（℡：06-6930-2244）まで。なお次の URL：
http://www.osaka.cci.or.jp/s_ajt/mono_db_ajt11.pdfで、冊子をＰＤＦ化したものを見るこ
とができる。
（旭・城東・鶴見支部）
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経営相談事例
自社サイトの検索率を上げる方策について
株式会社篠矢茶舗（所在地：大阪市福島区吉野 2-7-6 野田新橋筋
℡：6441-7827

代表取締役：篠矢國男氏

URL:http://www7b.biglobe.ne.jp/~shinoya/index.html）は、明治 41 年に先

代が個人創業し、昭和 28 年に法人成りして現在に至っている。
その間、昭和 35 年に、西区新町店、昭和 53 年に塚口サンサンタウン内に塚口店、昭和 58
年に大丸梅田店、昭和 63 年にアステ川西店と業容を拡大してきた。
同社の特徴は、阪神間随一の抹茶工場（挽き臼）を持ち、抹茶一筋に匠の技と心を受け継い
だ挽きたてのお抹茶や日本茶を各種取り揃え、抹茶卸・日本茶卸・小売専門店というところに
ある。
今回、昨年作成した自社サイトの検索率が低いことから、支部に相談に来所された。後日、
大阪商工会議所経営情報センターの担当者と共に訪問し、リンクを貼るために自社サイトのＵ
ＲＬの登録をすませた。
早速、Ｇｏｏｇｌｅで検索したところ、検索上位にビジネスモールの企業詳細ページに表示
され、喜んでいただいた。「今後は、ＨＰの更新を自らできるようになり、売上に寄与できる
までもって行きたい。地味な業界であるが、程度の違いはあれ日本人なら必ず必要とする日本
茶を若者にもっと知ってもらいたい」とのこと。
社会全般に閉塞感が漂う昨今であるが、今後の新たな経路の販路拡大が楽しみな企業である。
（北・都島・福島支部）
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大 阪 商 工 会 議 所

支 部

〒532-0025 淀川区新北野１－１４－１１
大阪新北野第一ビル２階

TEL.6302-5977
FAX.6302-5978

北・都島・福島支部

〒530-0047 北区西天満５－１－１
ザ・セヤマビル３階

TEL.6130-5112
FAX.6130-5113

旭・城東・鶴見支部

〒536-0005 城東区中央２－１２－１４
柏木ビル２階

TEL.6930-2244
FAX.6930-9898

中

〒541-0051 中央区備後町３－４－９
輸出繊維会館 ６階

TEL.6222-2221
FAX.6222-2480

〒552-0007 港区弁天１－２－３０
オーク４番街３階

TEL.6599-1537
FAX.6599-1538

東 成 ・ 生 野 支 部

〒537-0012 東成区大今里３－１４－２７
ＩＴＴビル２階

TEL.6975-5662
FAX.6975-5663

天王寺・阿倍野支部

〒543-0056 天王寺区堀越町１３－１８
銀泉天王寺ビル５階

TEL.6771-2211
FAX.6771-2257

大正・浪速・西成支部

〒556-0017 浪速区湊町１－４－３８
近鉄新難波ビル 11 階

TEL.6649-5252
FAX.6649-5253

新 淀 川 支
（淀川三区担当）

央

支

部

部

此花・西・港支部

東住吉・平野支部

住之江・住吉支部

〒547-0034

平野区背戸口５－６－１７
小谷ビル東館４階

TEL.6797-1155
FAX.6797-1199

〒558-0051

住吉区東粉浜３－２７－１２
住吉住之江産業会館２階

TEL.6674-1125
FAX.6674-1138
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