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ESAKA WIND
住みよい地域は連帯の輪から



2020年11月13日（金）よりエスコタウンイルミネー
ションが開催されました。
11月13日（金）18：00からカリーノ江坂 東急ハンズ

&東急REIホテル裏（エスコタウン側）前にて、後藤
圭二吹田市長、吹田・江坂ビジョン21代表　瀧川紀征
氏、江坂企業協議会、山村輝治会長によって執り行わ
れました。

点灯前は、周囲のビルの看板照明を落としてくださ
り、静かな雰囲気の中、灯ったイルミネーションに、
通りがかりの皆さんも一緒に拍手してくださいまし
た。ご協力いただいた皆様、ありがとうございまし
た。
下記ご協賛頂いた企業様には、改めて厚く御礼申し

上げると共に、今後とも、地元の発展にご協力賜りま
すよう、お願い申し上げます。
協賛企業：暁ビル（株）／江坂平城園／江坂まつおか眼科
／サイカパーキング（株）／サロンドボーテ グランヴィ
／（株）シーボン.フェイシャリストサロン 江坂オッツ
店／蜀王府／新大阪江坂東急REIホテル／（株）ダイ
エー江坂駅前店／泰和企画（株）／（株）東急ハンズ江坂
店／戸田整形外科リウマチ科クリニック／肉バル オー
ガス／（有）ハートランド ハーベスト／ベニス江坂店／
（株）北摂建産／ミスタードーナツ江坂東急店／（有）
ミルキーウェイ／江坂企業協議会／NPO法人 吹田・
江坂ビジョン21

■開催期間　2020年11月13日～2021年１月31日
■点灯時間　17：00～23：00

江坂
エスコタウン
イルミネーション開催

新型コロナウイルス対策
飛沫防止板無料配布

吹田市が実施する、商工業団体新型コロナウイルス
感染予防対策補助金を受け、会員事業所に飛沫防止板
340枚を無料配布致しました。 

1

江坂企業協議会 2021 April



2020年11月16日(月)～20日(金)無事終了致しました！
本来は５回目を迎えることになっていた毎年恒例の

「ESAKAエスコタウンミュージックナイト」。しかし
今年は、このコロナ禍の状況において食事等も提供さ
せて頂くイベントの開催は、もはや難しいという結論
に至りました。
３密を避けて音楽を届けるようなことは出来ないだ

ろうかということを検討した結果、「容易に通りすぎ
ることができるソーシャルディスタンスが守られてい
るイベント、演奏者自身が楽しんでいる風景や風のよ
うに流れゆく音の雰囲気を持つ北欧のようなストリー
トミュージックのような雰囲気」を目指せないか…。
そして、エスコタウン界隈から離れず、屋外となるス
トリートに飛び出して音楽イベントを繰り広げるとい
うイメージを作り上げました。また、そのイベントに
よって少しでも地元経済の活性化を願いたいという思
いも大きなものがありました。
今回は、江坂企業協議会の各委員の方々にも、ご協

力を得て、新しいイベント企画の承認、協賛・協力等
の手配等を頂き、イルミネーションも盛大に同時開催
できるという前向きで実行力ある江坂企業協議会らし
い内容だったと感じています。
11/13(金)18：00、後藤圭二吹田市長、吹田・江坂ビ

ジョン21代表 瀧川紀征氏、江坂企業協議会 山村輝治
会長にお越し頂きイルミネーション点灯式が執り行わ
れ、11/16(月)よりエスコタウン３ヶ所において、地元
経済や吹田関連のアーティストの皆さんに対する応援

活動も含んだ今回のイベ
ントがスタート。月曜日
から金曜日までの５日
間、毎日30分の９ステー
ジ、地域密着型音楽イベ
ントのモデルケースとし
て、他には無い音楽的空
間を作ることができたの
ではないかと思います。
今回は、22グループの
アーティストの皆さんに
ご協力を頂きました。本
当にありがとうございま
した。

今回は、感染防
止対策のひとつと
して、当協議会会
員や出演者も含め、
事前の宣伝や集客
活動は行わず、ス
テージでは、必要以上のMCやパ
フォーマンス等は、控えてのイベ
ントとしました。
取材頂いたJ:COM吹田さんにも

ご協力を頂き、事後報告的なイベ
ント紹介にして頂き「優しさある
音楽流れる街」というイメージに
して頂きました。
今回の開催を「何か」でお知りになり観覧頂いた

り、通勤、通学、お買い物で通りがかった際に足を止
めて聴いてくださったこと、本当に感謝致します。今
後においては、しっかり告知することができ、皆さま
が自然に集え、ごく普通にイベント開催できる日常が
訪れることを心より祈っております。

■開催日時
　2020年11月16日(月)～20日(金)　16：00～19：00
■実施場所
　①オッツ江坂　スターバックス前
　②カリーノ江坂　東急ハンズ＆東急REIホテル裏
　③ パシフィックマークス 
TULLY’S COFFEE前 窪地

■ 出演頂いた22グループの皆さん(出演日順・敬称略)
SmoothJ、平湯咲月、音山大亮、JUGEN、あやかと
はる、Do-Ja、山田恵範、正垣雄治、アクアブロス、
深瀬なぎさ、三原涼可、林恭司、わたなべゆう、
スイングフェローズ、SATORUJAPAN、カララ
コット、majica、Reaper of Wonder、
平野達也、大槻ゆい、りんご、キサクモト
フサ＆真木毅

今回、菊池紙工様が所持しているキャラク
ターを使用させて頂きました、ありがとうご
ざいました。

ESAKAエスコタウン
ミュージックストリート2020
―音楽屋通り―
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弊社は、「目先の商品にとらわれることなく先取性と創意性を第一義とし、世の中に役立つ開発研究が私た
ちの任務であることを認識すること」という経営理念を基に、2つの事業を行っています。

1つ目は、生活に根差したオリジナリティ溢れた商品を自社開発し、オンリーワンの「ものづくり」を行って
います。

2つ目は、お客様のご要望に対して、蓄積してきた知識や経験・ノウハウをフルに活用し、スピーディでク
オリティの高い「ものづくり」を実現しています。江坂から世界へ貢献できるように、社員一同一致団結して
頑張って参りますので、宜しくお願い致します。

株式会社サンパック 〒564-0063 吹田市江坂町1-17-14 江坂吉川ビル4F
TEL.06-6369-5681　FAX.06-6369-5688

弊社は、食品・薬品をはじめ、製品への安心・安全・異物混入防止を信条とされるお客様のニーズに対応で
きる業界最高水準の紙粉除去段ボール箱を製造しています。

昭和39年の創業以来、新しい時代を切り開くために、目先の商品にとらわれることなく、世の中に役立つ
商品開発を目指しております。

昭和55年にフードサービス事業、平成12年には衛生サービス事業を立ち上げました。
商いの道は人の道だと考えており、世の中に感謝され、愛される企業に成長したいと考えておりますので、

皆様からのご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

三和紙器株式会社 〒661-0952 尼崎市椎堂2-1-1
TEL.06-6492-6111　FAX.06-6492-6115

弊社は昨年設立50周年を迎えました。理念「生活文化創造企業を目指して」を掲げ、い
つの時代も生活者に寄り添った商品を提供してきました。

取り扱い商品は、洗剤消耗品・キッチン用品・収納用品・寝装寝具・和装用品・装飾イ
ンテリア用品などで、主に全国の生協カタログを通して商品を販売しています。常時約
200社のメーカー様から商品を調達し、共に協力して商品開発・広告企画を行っています。

毎週1回の主婦モニター会議からたくさんのヒット商品が生まれています。
吹田産業フェアへの参加、ガンバ大阪への協賛、おおさか健都ハウス（マクドナルドハ

ウス吹田）への寄付など、今後も江坂・吹田地域に貢献できるように努めてまいりますの
で、よろしくお願い申し上げます。

トップ産業株式会社 〒564-0051 吹田市豊津町12-43 トップ産業ビル
TEL.06-6387-2141　FAX.06-6387-3706

私たちシーネットは、「世の中にない事業の創出」をめざし、1993年に創業いたしました。以来、北摂地
域を基盤として広告・マーケティング、飲食サービス、リサイクル、衛生関連など多岐にわたる事業を展開し
ています。ビジネスや暮らしの様式が流動化する中、私たちの存在意義は「お客様にとって本当に価値のある
ものを追求すること」にこそあるはず。そんな『想い』を抱き続けながら、これからも地域に根差し、お客様
に求められる活動を展開してまいります。

株式会社シーネット 〒564-0051 吹田市豊津町1-30 江坂ビル3F
TEL.06-6339-2300　FAX.06-6339-1500

新新入入会会員員紹紹介介
（ご入会順）
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1984年、大阪市阿倍野区にあった「鯛すし」の職人が、うまいすし
をより多くのお客様に気軽に食べて頂きたいという想いから、現在の回
転すし「スシロー」事業を創業しました。

2005年2月に本社機能を江坂に移して15年以上が経ち、おかげさま
で企業としても成長しました。

企業理念の一部に「地域に喜ばれる店を作ります」というスローガン
がありますように、地域の皆様に喜ばれる企業を目指してまいります。

※2021年4月1日より、「株式会社FOOD & LIFE COMPANIES」と社名が変更になります。

2001年に独立して創業した女性3名の会社です。企業の販促物
や情報誌などの編集物の企画・デザインを中心に、CI、パッケージ
デザインなどをしています。今後ともよろしくお願いします。
※日本グラフィックデザイナー協会会員
〈これまでのお仕事〉　⃝株式会社ダスキン様 販促ツールなど
⃝OSAKA PiTaPa様 ロゴ・ポスターなど
⃝NTTグループ様 CI・VI　⃝阪急グループ様 CI・VI

ニフコは工業用プラスチック部品の開発、製造を行っているメーカーです。
1967年の創業以来、「軽い」「錆びない」「加工しやすい」というプラスチックの特性に可能性を見出し、

自動車、住宅設備、家電など、さまざまなマーケットに独自性の高い提案を行っております。
この江坂の地には、1983年に大阪営業所を開設して以来、長らくお世話になっております。
江坂の益々の発展に、微力ですがご協力をさせて頂きたく、今後ともよろしくお願い申し上げます。

当社は江坂を事業所に、MICEに関するビジネスイベントの計画・制作・演出・進行・運営からリモート会議
の実施、会議資料の作成や議事録作成などを行っております。
【経営理念】感動の提供を使命とし、技能と人格を高め、人と社会の豊かな環境づくりに貢献する
微力ではありますが、江坂の人と社会の豊かな環境づくりに貢献できればと存じます。
どうぞよろしくお願い致します。URL http://andiefreude.com

有限会社ブライスアソシエート 〒564-0062 吹田市垂水町3-16-39-413
TEL.06-6338-6717　FAX.06-6338-1754

株式会社ニフコ 大阪営業所 〒564-0063 吹田市江坂町1-13-33 進和江坂ビル2F
TEL.06-6386-3672　FAX.06-6386-7640

株式会社アン・ディ・フロイデ 〒564-0052 吹田市広芝町9-12 第11マイダビル4F
TEL.06-6339-4567　FAX.06-6339-4555

株式会社スシローグローバルホールディングス 〒564-0063 吹田市江坂町1-22-2
TEL.06-6368-1001㈹　FAX.06-6368-1036

弊社は会社設立より江坂の地で業務を行う、eラーニングシステム・コンテンツの企画・開発・提供や保育
園の開園・運営コンサルティング及び保育所の運営などを行っている会社です。

自分たちが出来る、世の中のお役に立つことをこれからも事業として育てていきたいと思っております。
さらに地元のお役に立てるように、微力ながらご協力させていただければとも思っております。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。

株式会社プロシーズ 〒564-0052 吹田市広芝町10-25 第2池上ビル1F
TEL.06-6190-6276　FAX.06-6190-6278
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弊社は、公認会計士、税理士、公認内部監査人など多彩な専門家が在籍し、内部監査業務のアウトソーシン
グを主たる業務としています。内部監査業務を外部に委託することで、公平な視点で会社の今の状況を正しく
把握することが可能となります。

内部監査での指摘事項を改善するために、経営者の立場、現場の立場、両面から客観的かつ公平に最善策を
共に見つけ、改善に向けてサポートして参ります。

また、江坂の発展に微力ではありますが貢献できればと念じております。
今後ともよろしくお願いいたします。

株式会社OAGビジコム 〒564-0063 吹田市江坂町1-13-33 進和江坂ビル7F
TEL.06-6310-3101　FAX.06-6310-3103

当社は、平成16年に大王製紙株式会社のグループ会社として創業し、エリエールブランドを中心に業務用
紙製品（ペーパータオル、トイレットティシューなど）を専門に販売しています。

紙製品を取り扱う企業として、雑誌古紙等の再生原料を使用した商品の販売、衛生管理の強化につながる商
品提案を通して社会貢献を図っています。

これからは微力ではありますが、江坂の発展にご協力させて頂きたいと思っておりますので、何卒よろしく
お願いします。

エリエールビジネスサポート株式会社 〒564-0063 吹田市江坂町1-13-41 SRビル江坂6F
TEL.06-6339-7422　FAX.06-6339-7433

日本たばこ産業株式会社茨木支店は北摂エリアを活動拠点とし、「大人の選択が尊重される豊かな社会の実
現」をビジョンに掲げ、地域社会から信頼される存在となり、商品・サービスを通じた様々な価値を提供して
いく活動を行っております。

北摂のビジネスエリアである江坂地区におきましても、会員の皆様と共に環境美化や地域のお困り事解決に
微力ながらご協力させて頂き、地域の一員として江坂地区の発展に寄与したいと考えております。

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

日本たばこ産業株式会社 茨木支店 〒567-0028 茨木市畑田町2-8
TEL.072-623-2425　FAX.072-627-1508

詳細につきましては、次号にてご紹介させていただきます。

株式会社TM,C 〒564-0053 吹田市江の木町14-9 2F
TEL.06-6170-8822　FAX.06-6170-8823

弊社は「クリネックス」と「スコッティ」のブランドで
ティシューやトイレットペーパーをはじめとする家庭用品や、

「キムワイプ」の産業用紙ワイパー等、やさしい肌触りで、使
う方の気持ちを大切に考えた、便利で機能的な製品を製造販
売致しております。また法人様向けにオリジナルティシュー
等のノベルティ品や防災備蓄製品もご提案させて頂いており
ます。

これからも、安全性と環境・社会に配慮した製品の提供に
努め、持続可能な社会の構築に寄与してまいる所存です。

日本製紙クレシア株式会社 〒564-0052 吹田市広芝町9-33 プレシデントビル3F
TEL.06-6389-9048　FAX.06-6389-9055
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江坂ゴルフセンター
江坂テニスセンター

江坂ベースボールセンター
中国料理　翠　園

レストラン　ル・ジャルダン

https://www.amenity-esaka.com/

大阪北部ヤクルト販売株式会社
大阪府吹田市広芝町３番２号

TEL 06-6386-8960
http://osakahokubu-yakult.co.jp

●精肉テナント事業「肉の雅屋」
●青果テナント事業「青果雅屋」
●飲食事業「鶴兆別館」
　　　　　　「肉バルオーガス」
●介護事業「安寿の杜」「ハッピーテラス」
　　　　　　「ディーキャリア」
●ＦＣ事業「カーブス」「ゴルフパートナー」



ランチタイムはなかな
か入れないくらい盛況の
人気店。ボリュームと美
味しさが評判です。
「復活!!!ラッポルティ

SAND(写真）」を筆頭に「チーズハンバーグ」や
「カレー」、「ローストビーフオーバーライス」など
のテイクアウトメニューも充実しています。ウー
バーイーツやインスタグラム、LINEからのご注文
も可能です。

テイクアウトメニューも
充実のおすすめ2店！

12江坂の江坂の昼時ごはん時
江坂イタリアン R

ラ ッ ポ ル テ ィ

APPORTI

住所▶江の木町2-32 フレアコート江坂1F
TEL▶06-6338-2467
営業時間▶11:30～15:00（L.O.14:00）
	 18:00～22:00（L.O.21:00）※禁煙
定休日▶火曜日
URL▶https://rapporti.owst.jp/
インスタグラム▶rapporti.esaka

SHOP INFORMATION

ホームページ
QRコード▶

名店『大阪道頓堀今井』
で長年修業された店主。
伝統ある味を継承しつつ、
京素材を多く使用してい
ます。完全なる手打ち麺、
厳選素材と厚釜が決め手の美味しいうどんです。
「きつねうどんランチ」の「おあげさん」は、な

んともモチモチしていて、のどごしの良いコシの
ある自家製のうどんと、どちらの食感も楽しめま
した。テイクアウトメニューも充実。

手打ちうどん 紅
も み じ あ ん

葉庵

住所▶垂水町3-18-7
TEL▶06-6380-1099
営業時間▶11:30～14:30(L.O.14:00)
	 17:30～21:30(L.O.21:00)※禁煙
定休日▶日曜日
URL▶https://udon-momijian.com/
インスタグラム▶momijian.udon

SHOP INFORMATION

ホームページ
QRコード▶
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