
どのくらいのどのくらいのどのくらいのどのくらいの人人人人がががが利用利用利用利用されているされているされているされている

んですかんですかんですかんですか？？？？

現在は、 2,967件の企業情報
が登録されています。

また、トータルアクセスは２０１２年１月

末時点で810,142件。
毎月3,000件件件件以上のアクセス

があり、企業情報が会社名

やキーワードで検索されています。

江坂の企業を紹介しています！

企業と企業、経営者と経営者のつながりを力に地域経済を活性化！

「江坂江坂江坂江坂----大阪大阪大阪大阪どっとどっとどっとどっとJPJPJPJP」」」」ってってってって何何何何

ですかですかですかですか？？？？

江坂にある企業をご紹介して

いるサイトです。

「「「「江坂江坂江坂江坂からからからから大阪大阪大阪大阪、、、、そしてそしてそしてそして日本日本日本日本をををを元気元気元気元気にしにしにしにし

たいたいたいたい」」」」そんな想いで、「江坂が好き！」

な有限会社総合システム研究所の髙木が、

2009年5月より運営をはじめました。
････江坂江坂江坂江坂にどんなにどんなにどんなにどんな企業企業企業企業があるのかがあるのかがあるのかがあるのか知知知知りたいりたいりたいりたい

････同同同同じじじじ取引取引取引取引をするならをするならをするならをするなら、、、、歩歩歩歩いていけるいていけるいていけるいていける距距距距

離離離離でででで、、、、顔顔顔顔がががが見見見見えるおえるおえるおえるお付付付付きききき合合合合いができるいができるいができるいができる企企企企

業業業業におにおにおにお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい

そんな思いを持った企業や経営者の方の

つながりつながりつながりつながりをつくるお手伝いをしています。

江坂の企業どうしで取引が増えること

で、地域経済の活性化に少しでも貢献で

きればと思っています。

江坂江坂江坂江坂からからからから大阪大阪大阪大阪、、、、日本日本日本日本をををを元気元気元気元気にににに！！！！

「江坂-大阪どっとJP」の
スタッフ、松浦さんに

お話を聴きました。

江坂君

企業情報企業情報企業情報企業情報をををを紹介紹介紹介紹介させてくださいさせてくださいさせてくださいさせてください

どんなどんなどんなどんな企業情報企業情報企業情報企業情報がががが掲載掲載掲載掲載されているされているされているされている

んですかんですかんですかんですか？？？？

会社名、住所、代表者名、業種

などの情報をはじめ、事業内容や

PR文、所属団体、HPへのリンクなどを
掲載させていただいています。

現在サイトでご紹介している企業情報

は、スタッフや精神障害者の就労実習生

が、会社名や住所などの外から見てわか

る情報を歩いて調べたり、企業訪問でア

ンケートにお答えいただくなどして集め

ました。

まだまだ事業内容や業種などの内容が

充実していない状況ですので、もっとた

くさんの方に「江坂-大阪どっとJP」の
ことを知っていただき、企業情報を紹介

させていただきたいです。

そして企業情報を充実させることで、

ご紹介している企業だけでなく、一人で

も多くの方のお役に立つことができれば

と考えています。

企業情報の登録は、サイトからお申込

いただけます。企業情報の充実のため、

ご協力をお願いします。

毎月毎月毎月毎月1,300社社社社のののの企業企業企業企業がががが検索検索検索検索されているされているされているされている

インターネットの検索エンジンで「江坂

○○」といったキーワードで検索すると、「江

坂-大阪どっとJP」の企業情報が、最初の方
に出てくることが多いんですよ。

スタッフ

松浦

江坂-大阪どっとJP（イメージ）

経営者経営者経営者経営者のつながりづくりのためにのつながりづくりのためにのつながりづくりのためにのつながりづくりのために

つながりづくりのためのつながりづくりのためのつながりづくりのためのつながりづくりのための交流会交流会交流会交流会もももも

開催開催開催開催しているんですよねしているんですよねしているんですよねしているんですよね？？？？

はい。経営者どうしのつながり

づくりのため、定期的に座談会や

ランチミーティングを開催しています。

座談会では、地域の経営者の方に問題提

起していただき、その後参加者全員でテ

ーマについて語り合います。

ランチミーティングでは、食事をしなが

らの近況報告や情報交換をしています。

毎回、様々な業種の方にご参加いただい

ており、つながりが広がっています。

ぜひ一度参加してみてくださいね♪

江坂江坂江坂江坂-大阪大阪大阪大阪どっとどっとどっとどっとJPのののの松浦松浦松浦松浦さんさんさんさん、、、、
ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました！！！！



プレミアムコースプレミアムコースプレミアムコースプレミアムコースとはとはとはとは？？？？

地域の活性化に積極的にかかわり、自社をアピールしたい！という方のための「江坂-大阪どっとJP 」有料コース
です。ご登録いただくと、企業情報を掲載するほか、訪問

インタビューや紹介ページを作成します。

また、トップページ「ご協力企業」欄への社名掲載や、

江坂-大阪どっとJP主宰「座談会」の参加費が会員価格
になるなど、様々な特典があります。

昨年の12月より、大阪府の委託訓練事業所として、精神障がい者の就労支援を行っております。

現在は3名の方が実習に来ており、パソコンを使ってのデータ入力や地域の企業調査、この「江坂

つながりニュース」の配布を手伝ってくれています。

江坂が好き！な経営者のための江坂つながりニュース 2012年3月1日

こんにちは。２月はボード三昧の週末を

過ごしていた前田です♪(ﾟωﾟ)

いきなりですが、皆さんコーヒーはお好

きですか？前田も大好きなんですが、コー

ヒーには様々な効果があります。眠気覚ま

しは有名ですが、他にも集中力の増大やリ

ラックス効果、さらにはダイエット効果も

あるなんていわれております。しかし一方

で、コーヒーに含まれるカフェインに中毒

性があることをご存知でしょうか？カフェ

イン中毒になってしまうと、カフェインが

切れると頭痛やイライラ、吐き気などを催

すことがあるんです。皆さん、コーヒーも

お酒同様、ほどほどでお願いしますね☆

今月今月今月今月ののののなぞなぞなぞなぞなぞなぞなぞなぞ

☆超一流の犯罪者が唯一やったことのない

犯罪はな～んだ？ 答えは来月号で(･∀･)ﾉｼ

★先月先月先月先月のののの答答答答ええええ タクシー でした♪

高木家の

日

常

？？？？

？？？？

前田佳織の

THE 自由人(・∀・)

障がい者の委託訓練を実施しています。

障がい者の雇用や実習について

興味のある方は

お気軽にお問い合わせください。

06-6190-5413
有限会社総合システム研究所

吹⽥市 起業家支援相談
平成２４年２⽉１⽇（⽔）∼３⽉３０⽇（⾦）

平⽇ １３：００∼１７：００

吹田市の経済活性化を目

指し、起業の促進や事業継

続の促進、廃業の防止のた

め、市内でこれから起業し

ようという方や起業後５年

以内の経営者を対象に無料

相談を行います。対象：起業をお考えの方・起業後5年以内の方
費用：無料
受付：電話・FAX・窓⼝での予約制（当⽇でも空きがあれば受付可能）

受付時間 平⽇9：00∼17：30 ご希望の会場にご予約ください。

ご予約・お問い合わせは
吹田市 産業労働にぎわい部 産業にぎわい創造室 TEL 06TEL 06TEL 06TEL 06----6384638463846384----1356 1356 1356 1356 ／ FAX 06-6384-1292

または、江坂-起業家支援センター TEL 06TEL 06TEL 06TEL 06----6190619061906190----9513 9513 9513 9513 ／ FAX 06-6190-5412 まで。

開業相談
毎週木曜日毎週木曜日毎週木曜日毎週木曜日：：：：吹田市吹田市吹田市吹田市 市民文化部市民文化部市民文化部市民文化部 市民生活相談課市民生活相談課市民生活相談課市民生活相談課

〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号

毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日：：：：江坂江坂江坂江坂----起業家支援起業家支援起業家支援起業家支援センターセンターセンターセンター

〒564-0063 吹田市江坂町1丁目16番10号 メゾン江坂1階

開業後
訪問相談

各種士業・コンサルタントがあなたの会社に訪問いたします。

（1社につき2時間×2回まで。）ご希望の日時をご指定ください。

今後、実習の受け入れや雇用に取り組む企業

が増えるよう、より多くの人に障がい者の就労

実習について知っていただき、一人でも多くの

障がい者の方に「働く喜び」を実感していただ

けると嬉しいです。

実習を通じて、ビジネスマナーを始めとした“会社で働

くルール”を身につけるとともに、働く喜びを実感してい

ただきたいと思います。

そして、出来ることが増えていくことや、任された仕事

を責任を持ってやりとげることで、自信をつけていただき、

最終的には、自分が「ここで働きたい！」と思った企業に

就職出来るようになってほしいと思っています。

皆さん始めは緊張しておられますが、昼食を一緒に

とったり、仕事でわからないことを聞いたりと、コミ

ュニケーションを取ることで徐々に慣れていき、1週

間もすると笑顔で実習されています。

江坂江坂江坂江坂がががが好好好好きききき！！！！なななな経営者経営者経営者経営者インタビューインタビューインタビューインタビュー

常常常常ににににアイディアアイディアアイディアアイディアとととと発想発想発想発想のののの泉泉泉泉をををを 日新産商日新産商日新産商日新産商(株株株株) 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役 社長社長社長社長 河田河田河田河田 鉄也鉄也鉄也鉄也さんさんさんさん

私の原点は、両親から受け継いだモノづくりです。モノづくりという難しい課題に対して正面から

立ち向かう父親の姿に、達成する喜びと感動を感じた時、同じ仕事に携わりたいという気持ちにな

りました。現在は、工業用副資材品を取り扱っており、液体・紛体・粘体等の内容物が、容器内側に直接触れな

いようにする為の内装袋を製造・販売しています。まだ市場に存在しないものを形にして特許を取得することに

より、オンリーワン企業として走り続けられる事を強みとしています。

今までで一番辛かった事は、社員の給与と仕入先への支払いが出来ない為、土下座をしたことです。

常にアイディアを出し続けて発想の泉を枯らさないことと、有言実行することの大切さに気付かされた出来事でし

たね。

会社の夢（ビジョン）は、全ての社員が夢と希望の持てる企業になる事です。全ての社員が、仕事の楽しさと、常

に発想し続ける大切さを忘れずに、充実した仕事が出来る企業になりたいですね。

【設立】1957年 【所在地】大阪府吹田市泉町2-36-26
【事業内容】ポリエチレン製包装資材加工メーカー

・ドラム缶用内袋（オープン、クローズ、アルミ）・1tコンテナ用内袋（ポリ）
・各種ポリ袋(一般ポリ、アルミタイプ、静電防止タイプ)・パレットカバー(外装カバー)

事業所概要

http://www.esak
a

http://www.esak
a

http://www.esak
ahttp://www.esak
a----osaka.jposaka.jposaka.jposaka.jp////

検索

江坂が好き詳詳 詳詳 し くはし くはし くはし くは H PH PH PH P をををを

ごごごご覧覧覧覧 くだ さ いくだ さ いくだ さ いくだ さ い♪♪ ♪♪

今回は、新しくプレミアムコースにご登録いただいた河田さんへのインタビュー（抜粋）をご紹介しました。

インタビューの全容は「江坂-大阪どっとJP」の企業インタビューページにてご覧いただけます。

先日、台所で貧血をおこして倒れた。

数年に１回はあることなのだが、家で倒れたのは

初めて。その時のそれぞれの反応。

目目目目のののの前前前前でででで急急急急にににに倒倒倒倒れられたれられたれられたれられた妻妻妻妻

「大丈夫？死んだかと思ったで！！！」

いやいや、単なる貧血です。

トイレトイレトイレトイレでででで大大大大をしていたをしていたをしていたをしていた小小小小６６６６長男長男長男長男

長いトイレの間に倒れて起きたので、何も知らず。

普通にトイレから出てきた。幸せ者である。

離離離離れてれてれてれて見見見見ていたていたていたていた小小小小４４４４長女長女長女長女

「台所が揺れてたで！」

なんだか嬉しそう。冷蔵庫が揺れただけだと・・・

同同同同じくじくじくじく離離離離れてれてれてれて見見見見ていたていたていたていた小小小小２２２２次男次男次男次男

「僕も急に起きたら、くらっとすることあるで～」

あくまでも冷静。

別別別別のののの部屋部屋部屋部屋でででで倒倒倒倒れるれるれるれる音音音音だけだけだけだけ聞聞聞聞いていたいていたいていたいていた年長次女年長次女年長次女年長次女

「かぁちゃんだけ（倒れた瞬間を）見てずるい～！

見たかった～！（泣）」 そんなこと言われても・・・

翌朝、私が台所（喫煙場所）に行くと、子供たち

４人が期待のまなざしで、カウントダウン。

「「「「５５５５・・・・４４４４・・・・３３３３・・・・２２２２・・・・１１１１・・・・ゼロゼロゼロゼロ～！」「～！」「～！」「～！」「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」」」」

何ら変わりない私を見ると

「「「「なななな～～～～んだんだんだんだ」「」「」「」「今日今日今日今日ははははダメダメダメダメかかかか～」「～」「～」「～」「見見見見たかったのにたかったのにたかったのにたかったのに」」」」

と口々に残念がりながら、みんな去って行った。

何を期待していたのかな？（苦笑）

ＮＰＯ法人 江坂-起業家支援ネットワーク

設立記念パーティーを開催します。
江坂-起業家支援ネットワークとは、江坂駅周辺をはじめとした北大阪の起業を促進

するため、各種士業やコンサルタント、座談会で知り合った地元の起業家が集まった団体です。

これまで任意団体として活動をしておりましたが、この度、ＮＰＯ法人化することになりました。

ＮＰＯ法人化を記念して、ささやかですがパーティーを開催いたしますので、皆様ぜひご参加ください。

今後とも、江坂-起業家支援ネットワークをよろしくお願いいたします。

⽇ 時 2012年3⽉28⽇（⽊）19：00∼21：00
会 場 江坂東急イン2階 レストラン「シャングリ・ラ」

（地図は裏⾯をご覧ください。）

参加費 お⼀⼈様 4,000円（⾷事代）

カジュアルなパーティーですので

お気軽にご参加ください☆



【発行元】有限会社総合システム研究所

【連絡先】〒564-0063 大阪府吹田市

江坂町1-16-10 メゾン江坂201

TEL 06-6190-5413 ／ FAX 06-6190-5412

起業家のための小冊子

ちょっと待って！起業家が知っておくべき4つの大切な話

～専門家が明かす 続いている経営者の共通点～

無料配布中。ご希望の方はご連絡ください。

3333月月月月21212121日日日日((((水水水水)))) 一流営業一流営業一流営業一流営業マンマンマンマンのののの時間管理術時間管理術時間管理術時間管理術

第8回 営業セミナー

時間時間時間時間 18:3018:3018:3018:30～～～～20:3020:3020:3020:30（20:30～懇親会）

講師 行政書士 営業コンサルタント

内田 俊さん

参加費参加費参加費参加費 3,0003,0003,0003,000円円円円（懇親会費込）

3333月月月月13131313日日日日((((火火火火)))) このこのこのこの1111ヶヶヶヶ月間月間月間月間でうれしかったことでうれしかったことでうれしかったことでうれしかったこと

第7回 ランチミーティング

時間時間時間時間 11:3011:3011:3011:30～～～～13:3013:3013:3013:30

参加費参加費参加費参加費 1,0001,0001,0001,000～～～～1,3001,3001,3001,300円円円円（食事代）

会場会場会場会場 レストランレストランレストランレストラン「「「「シャングリシャングリシャングリシャングリ・・・・ララララ」」」」

3333月月月月15151515日日日日((((木木木木)))) 福家流福家流福家流福家流 社員教育術社員教育術社員教育術社員教育術

～～～～失敗失敗失敗失敗からからからから学学学学んだことんだことんだことんだこと～～～～

第31回 座談会

時間時間時間時間 18:3018:3018:3018:30～～～～20:3020:3020:3020:30

問題提起者 株式会社リブランドマネジメント

代表取締役 福家 孝さん

参加費参加費参加費参加費（食事･飲み物代込）一般の方 3,0003,0003,0003,000円円円円

江坂-大阪どっとJPプレミアム会員 2,0002,0002,0002,000円円円円

第第第第7回回回回
ランチランチランチランチ

ミーティングミーティングミーティングミーティング

第第第第8回回回回
営業営業営業営業セミナーセミナーセミナーセミナー

春分の日

ひなまつり

第第第第31回回回回
座談会座談会座談会座談会

3333月月月月8888日日日日((((木木木木)))) 人材人材人材人材をををを人財人財人財人財にするためににするためににするためににするために

第7回 人財セミナー

時間時間時間時間 18:3018:3018:3018:30～～～～20:3020:3020:3020:30（20:30～懇親会）

講師 社会保険労務士 人財コンサルタント

横瀬 克之さん

参加費参加費参加費参加費 3,0003,0003,0003,000円円円円（懇親会費込）

気がつけばもう3月。1月は行く、2月は逃げる、3月は去ると
言いますが、 みなさんはどうでしょう？私たちはこのニュース

を発行する度に月日の早さを感じています。春が来るのももうす

ぐです！いろんなことが動き始めますよ！(編集 前田・松浦)

ローソン

郵便局

グルメシティ

江坂公園

江
坂
駅

江
坂
駅

江
坂
駅

江
坂
駅

豊津第一

小学校

・ランチミーティング会場

・ＮＰＯ法人 江坂-起業家
支援ネットワーク

設立記念パーティー会場

江坂東急イン２階

レストラン「シャングリ・ラ」

大阪府吹田市江坂町1-16-10
メゾン江坂

２２２２階階階階有限会社総合有限会社総合有限会社総合有限会社総合システムシステムシステムシステム研究所研究所研究所研究所

１１１１階階階階江坂江坂江坂江坂-起業家支援起業家支援起業家支援起業家支援センターセンターセンターセンター

セミナーセミナーセミナーセミナー・・・・座談会座談会座談会座談会 会場会場会場会場

第第第第7回回回回
人財人財人財人財セミナーセミナーセミナーセミナー

NPO法人法人法人法人

江坂江坂江坂江坂-起業家支援起業家支援起業家支援起業家支援

ネットワークネットワークネットワークネットワーク

設立記念設立記念設立記念設立記念パーティーパーティーパーティーパーティー

メゾン江坂

ローソン

3333月月月月28282828日日日日((((木木木木) NPO) NPO) NPO) NPO法人法人法人法人 江坂江坂江坂江坂----起業家支援起業家支援起業家支援起業家支援ネットワークネットワークネットワークネットワーク

設立記念設立記念設立記念設立記念パーティーパーティーパーティーパーティー

時間時間時間時間 19:0019:0019:0019:00～～～～21:0021:0021:0021:00

参加費参加費参加費参加費 4,0004,0004,0004,000円円円円（食事代）

会場会場会場会場 レストランレストランレストランレストラン「「「「シャングリシャングリシャングリシャングリ・・・・ララララ」」」」

第第第第7回回回回
ランチランチランチランチ

ミーティングミーティングミーティングミーティング

第第第第8回回回回
営業営業営業営業セミナーセミナーセミナーセミナー

春分の日

ひなまつり

第第第第31回回回回
座談会座談会座談会座談会

第第第第7回回回回
人財人財人財人財セミナーセミナーセミナーセミナー

NPO法人法人法人法人

江坂江坂江坂江坂-起業家支援起業家支援起業家支援起業家支援

ネットワークネットワークネットワークネットワーク

設立記念設立記念設立記念設立記念パーティーパーティーパーティーパーティー


