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支部からのオススメ

第52号

各支部の経営指導員が経営相談支援事業を実施するなかで、日頃から接している地元の店舗・事業所のなかから
オススメの商品を紹介しています。

～毎日採れたての鮮魚料理を楽しめる居酒屋～
活きな男の酒処 くぼ田

支
部
か
ら

北区黒崎町9-4
最寄駅：地下鉄 中崎町駅1番出口徒歩3分
℡：06-6459-7459

淡路島等の産地から毎日採れ
たての鮮魚を仕入れています。
鮮魚をふんだんに使った美味
しい和食と、店主厳選の日本
酒を堪能していただけます。

～お身体とお肌のケア！その両方が叶うサロン～
ときめきスタイル社

支
部
か
ら

城東区今福西3-6-32-501
最寄駅:地下鉄 蒲生四丁目駅すぐ
℡：06-6935-8200
http://www.tokimeki-style.com/

慢性的なコリや不調、気にな
る身体の歪み、お肌のトラブ
ルを女性カイロプラクターが
トータルでケア！お子様連れ
も対応可。安心してお越しく
ださい！

～季節を調理！見て楽しむ・味を楽しむ料理を～
割烹料理・日本料理「佳味 光月」

支
部
か
ら

昭和55年創業。人気の“活
けおこぜ”が常時いただけ
ます。お造り、煮つけ等、
繊細な味をご堪能ください。
会席料理のほか一品料理、
鍋物も揃っています。

中央区心斎橋筋2-2-13宝山心斎橋ビル1階
最寄駅：地下鉄 心斎橋駅、なんば駅いずれも
徒歩5分
℡：06-6213-8520
http://kami-kougetu.com

～大人メガネのコンセプトショップ～
眼鏡屋 ジーケネイズ

支
部
か
ら

西区江戸堀1-24-16
最寄駅:地下鉄 肥後橋駅徒歩6分
℡：06-6448-3857
http://www.g-keneyes.com/

ヨーロッパブランドや日本製に
こだわった品揃え。メガネから
生じるストレスを軽減し、掛け
心地を重視した調製が秀逸。貴
方の隠れた魅力も“大人メガ
ネ”で引き出してもらえます。

～全国の銘酒を取り揃えています～
いそざき酒店

支
部
か
ら

東住吉区矢田1-21-10
最寄駅:近鉄 矢田駅徒歩5分
℡：06-6701-0378

地酒のことなら何でも丁寧に相
談に乗ってもらえます。業務店
には、ご希望があれば、サービ
スとして毛筆の手書きでPOP広
告を作成していただけます。
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工夫ある経営で頑張っている中小企業（3 件）
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○足の治療に強い、トータルコンディショニング施設（コンディショニングセンター新大阪・淀川区）
○人の行動が、バッグの形を決める－生活シーンに適したバッグで、利便性と喜びを－
（㈱ハーチ・都島区）

○創業 124 年の実績と信頼を糧に、未来に向けて進む印刷所（㈱今川印刷・中央区）

工夫ある経営で頑張っている中小企業

足の治療に強い、トータルコンディショニング施設
コンディショニングセンター新大阪(所在地：大阪市淀川
区西中島 3-20-8 新和ビル 2 階
06-6195-4100

代表：中島 武志 氏 TEL：

URL：http://www.shinosaka-seitai.com/）は、

整体院を中心に、トレーニングジムやヨガ、温熱ドームサウ
ナなどを展開する、トータルコンディショニング施設である。
トレーニングジムは、サーキットトレーニングジムというス
タイル。円形に並べられた数種類のトレーニングマシンを決め
られた間隔で回っていくというものである。整体に通う方が合わせて使用する例もあるが、トレー
ニングジムのみの利用の方も多い。
整体院は足の疾患を得意としており、外反母趾治療に関して
は大阪府下のみならず近畿圏全域、さらには島根や高知、沖縄
など全国からも治療に来る方がいるほどである。
外反母趾患者は非常に多く、シューズメーカーの統計等では、
日本人全体の約 7 割にその素養があると言われている。
これまで外反母趾で悩む方にとっては、テーピングやサポー
ター、マッサージやインソール等で現状維持を図るか、手術を
受けるというのが一般的な選択肢だったが、同センターでは、
歩き方の改善指導を主とした改善プログラムで大きく成果を
上げているのが特徴である。歩き方指導による足元の改善は、
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膝や股関節といったその他の足の疾患にも好影響を与えることはもちろん、全身にも影響を及ぼす
ことから、肩こりや腰痛といった全身の疾患の改善にも繋がっている。
昨年からこの歩き方指導のメソッドをセミナーにて公開しており、全国の柔
道整復師や鍼灸師、整体師やカイロプラクターといった治療家に案内を開始。
すでに岡山・栃木・静岡・東京などから治療家が受講。受講された治療家から
の評判も良く、メソッドは全国に広がりを見せる。
同センターでは、このメソッドを習得する治療家が全国に増えていくことで、
外反母趾などの足の問題に悩む多くの方を救うことになれば、という考えであ
る。
（北支部）

人の行動が、バッグの形を決める
－生活シーンに適したバッグで、利便性と喜びを－
株式会社ハーチ（所在地：大阪市都島区内代町 1-7-6-203 取締役：深田 至理 氏 TEL： 06-61808006）は、人の行動を分析し、人の行動パターンに適したバッグを開発することで、快適な暮らしを
提案している。
同社のバッグは、生活シーンを通してトータルで利便性を考えているところに特徴がある。例え
ば、短期の出張や旅行で、リュックを使うときをイメージしてほしい。両手がフリーになり便利な反
面、財布や、定期、スマートフォンなど、ちょっとしたものを取り出したい時に面倒を感じる。また、
背中にあることで、貴重品が盗まれないか不安もある。そして、旅先でリュックを預けた後に、財布
などを持ち歩くために小型のバッグを別で持っていく人
も多いと思う。そのような日常のちょっとした不便を解決
するバッグとして同社が企画開発したのが、オリジナルバ
ッグの「操縦空間」である。リュックの肩紐に装着でき、
財布などの小物類が十分に入る。リュックを下ろさなくて
も必要なものを取り出すことができ、コンビニでの支払、
電車の改札などで生活がもっと快適になる。また、リュッ
クから外して単独でボディバッグとしても利用でき、バ
スや飛行機、ホテルなどで手荷物を預けた後に使う別の

オリジナルバッグ「操縦空間」
。リュック
の肩紐に装着しても、ボディバッグとし
も使える機能性バッグ。

バッグを用意する必要もない。
旅先で使いたい小型バッグは、探せばいくらでもあるだろうが、家を出て、コンビニに寄って、電
車に乗って、ホテルに着いて、バッグを預けて、と一人の人間の生活シーンをトータルで想定し、利
便性、快適さを提案していることが、大きな特徴である。そして、もちろんファッション性も大切に
している。
「操縦空間」は、スーツを着用しているビジネスマンが利用してもかっこ良く見えるよう
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に素材や形にこだわった。
同社は、
「鞄を通じて、便利さと、喜びを提供したい」という代表者の熱意のもと、2013 年にスポ
ーツ業界、アパレル業界、アウトドア業界、KIDS 業界などにデザイン提案から開発、生産まで行う
ODM 生産メーカーとして創業し、単純に商品の仕入販売を行っているのではなく、メーカーの商品企
画部門に入り込んで、一緒にオリジナル商品を企画し、販売してきた。
これからの挑戦は自社ブランドの商品開発である。現在取り組んでいることは、さまざまなビジ
ネスシーンに適した専用のバッグの開発。仕事で使うバッグは多種多様で、一般的なビジネスバッ
グから、専用の工具を入れるバッグ、営業マンが特定の商品サンプルを持ち歩くためのバッグなど、
さまざまなものがある。適したバッグがなく、市販のバッグを仕方なく使われている方や、専用のバ
ッグがあっても、重さや、物の取り出しやすさなどに不便さを感じておられる方など、バッグに関す
る悩みは多い。毎日使うものであるため、ちょっとした不便さを解決するだけで仕事の快適さは大
きく変わる。実際に現場に入り込み、現場の人の話に耳を傾け、行動をしっかりと見て、それぞれの
職場に適した新しいバッグを開発していくことが、同社のチャレンジである。
（東支部）

創業 124 年の実績と信頼を糧に、未来に向けて進む印刷所
株式会社今川印刷（所在地：大阪市中央区森之宮中央 1-24-13 代表取締役：今川 武雄 氏 TEL：
06-6941-3197）は、1895（明治 28）年 5 月に大阪市北区岩井町にて今川明文堂活版印刷所として設
立された。1915（大正 4）年にはオフセット印刷を開始し、薬袋・箱・一般宣伝物等の印刷・加工で
信用を得て、1940（昭和 15）年から森下仁丹専属工場として、資材および一般宣伝物を製造し、最
先端の宣伝に関与してきた。当時人気のあった山本富士子、山本リンダ、ツイッギーをモデルに中吊
広告を掲出したことで話題になった。また、大阪環状線、東京
の私鉄をはじめ当時の国鉄において、車両の吊広告を同じポス
ター一色にしたり、羽田モノレールに仁丹バラエティーケース
の現物を貼り付けた額面ポスターを作ったり、当時水銀式が主
流であった体温計の“無料検査”を全国で行うための地域別チ
ラシを折り込んだり、また移動動物園運営や、花の寄せ植え教
室の実施と、当時の印刷業界としては革新的な試みに挑戦した
ほか、多彩な分野で長年にわたって実績を積んできた。
また、ハクキンカイロ用ベンジンのビン貼ラベル、包装紙のデザインで英国のロイヤル・ダッチ・
シェルの国際コンペに参加し、同社のデザインが採用になったこともあった。1945（昭和 20）年 3
月の第一回大阪大空襲により罹災し、そのほとんどを焼失したが、1949（昭和 24）年 2 月には早く
も営業再開できた。

３

ニューズレター321 号（平成 30 年 2 月）

このような実績と、それに基づく専門的知識を礎として、現在
ではさらに高度な専門性を追求しており、とりわけ近年は、信頼
性の高いドイツ製印刷機ハイデルベルグ製スピードマスター両
面印刷機を導入して国語辞典をはじめとした超薄紙への印刷を
可能としており、業界トップレベルの技術力を維持し続けてい
る。そのほか、損保関係の契約冊子、手帳の薄紙を主流として、
食品用ラベル、薬の能書き等の印刷、折加工、抜加工、各種製本、組立の各工程のすべてを自社で網
羅し、製品の全国発送まで請け負っている。
長年の実績により根強いニーズのある商品として、各種手帳、ダイアリー、カレンダー、各種ノー
ト、メモの企画、制作、各社企業理念誌の制作、各種 SP 商品も提供している。
今後、“企業の公共性を高めていく”という印刷業界に課せられた使命を果たしていく観点から、
スマートフォン、パソコンの視覚文化とは異なる“手、頭脳の記憶を使った文字文化”を発展させる
ため、また手帳、ダイアリー、レポート用紙、メモ帳を改良して計画立案の頭脳の働きを促進させる
新しいツールを創造するため、これからも紙文化を発展させるため、貢献していく。
お得意様に対しては一層の品質向上と納期の厳守、およびその状況に合った効果的な企画提案を
心掛けるとともに、経営者も含めた会社従業員とその家族、仕入れ先の関係者の方々、外注先の関係
者の方々を含む生活の安定に対する責任と会社経営のあり方を考え、より向上させるため、努力し
邁進したいと考えている。
創業 124 年目を一つの節目としつつ、これから 130 年目、140 年目に向け、さらなる前進への一歩
を踏み出すべく、情報の収集、分析により高品質な製品の製造・販売を心掛けている。印刷でお困り
の節は、顧客からの厚い信頼を糧に、技術力の向上に真摯に取り組む同社に、ぜひ相談されてはいか
がでしょうか。
（中央支部）
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支 部

支

〒530-0047
大阪市北区西天満５－１－１
部 ザ・セヤマビル３階
（地下鉄「南森町」
、ＪＲ「大阪天満宮」）
管轄区:淀川、東淀川、西淀川、北、福島

支

〒534-0024
大阪市都島区東野田町４-６-２２
部 ニッセイ京橋ビル２階
（ＪＲ・京阪・地下鉄「京橋」）
管轄区:都島、旭、城東、鶴見、東成、生野

央

支

支

支

〒540-0029
大阪市中央区本町橋２－８
部 大阪商工会議所ビル２階
（地下鉄「谷町四丁目」
「堺筋本町」）
管轄区:中央
〒550-0012
大阪市西区立売堀４－２－２１
部 銀泉阿波座ビル１階
（地下鉄「阿波座」
）
管轄区:此花、西、港、大正、浪速、西成
〒543-0056
大阪市天王寺区堀越町１３－１８
部 銀泉天王寺ビル５階

TEL:06-6130-5112
FAX:06-6130-5113

TEL:06-6358-6111
FAX:06-6358-6333

TEL:06-6944-6433
FAX:06-6944-6434

TEL:06-6539-1666
FAX:06-6539-1668

TEL:06-6771-2211
FAX:06-6771-2257

（地下鉄・ＪＲ「天王寺」
、阪堺「天王寺駅前」
、近鉄「大阪
阿部野橋」
）

管轄区:天王寺、阿倍野、東住吉、平野、住之江、住吉
〒540-0029
中 小 企 業 振 興 部
大阪市中央区本町橋２－８

TEL:06-6944-6451
FAX:06-6944-6565

大阪商工会議所は、2017 年4 月から3 年間、事業運営の基本となるビジョン「たんと繁盛 大阪ア
クション～最前線×最先端で、日本とアジアを牽引～」に沿って様々な事業に取り組みます。
“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。
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