住 み よい 地 域 は 連 帯 の 輪 か ら

ESAKA WIND
江坂企業協議会 会報誌

vol.115

2021 September

江坂企業協議会

江坂公園魅力向上事業について

吹田市まちなかキッチンカー事業（社会実験）

容
公園の魅力向上を図るため、パークマネジメントの
取組として、官民連携による再整備・管理運営を実施

事業概要
本社会実験は、吹田
市がキッチンカーコー
ディネート事業者２社
（株式会社Mellow、
株式会社シンクロ・
フード（事業名称：モ
ビマル））のそれぞれ
と覚書を交わして共同
で行うものです。公園や市営住宅にキッチンカーを出
店し、市内のキッチンカーの需要を確認するととも
に、キッチンカー導入に係る課題整理等を行います。
長引くコロナ禍で、苦しい状況にある飲食関連の事業
者に事業活動の場を提供するものでもあります。
実施期間中は、色々なキッチンカーが交代で出店
し、料理やスイーツ等を販売します。この機会にぜひ
ご利用ください。

内

手

法
再整備
Park-PFIを活用し、民間事業者が運営する収益
施設の設置や、既存の公園施設の改修等を実施
管理運営
指定管理者制度を活用し、民間事業者との連携
による公園の管理運営を実施
再整備・管理運営の連携による相乗効果の発揮

Park-PFI事業者と指定管理者を一括公募
（期間：５年以上20年以内）
目標像（パークビジョン）
緑豊かでうるおいのある都市生活を実現！
□桜、ポプラ並木、草花等で四季折々に彩られた緑と水にふれあえ
る空間を創出し、適切に維持管理します。
□公園をグリーンインフラとして活用し、暑熱環境の改善や市民の
健康増進等に役立てます。
個性と活力のある都市づくりを実現！
□江坂図書館は、図書の充実を図るとともに、飲食可能な居心地の
良い閲覧空間を創出し、学びと憩いの場として新生します。
□都会的なデザインの採用や、周辺のアート資源との相乗効果を図
り、公園をセンスアップします。
つながりを実感できる暮らしを実現！
□新たな地域の賑わいと交流の拠点を創出します。
□イベント開催や協議会運営等により、市民・事業者・行政の交流
を促進します。
□地域に応じた柔軟な公園利用、多様なサービス提供、積極的な市
民・CSR活動等が行われる仕組みをつくります。

魅力向上イメージ
休憩・交流スペース

カフェ

パークセンター

F

凡例

C

エントランス広場ゾーン

F

修景・鑑賞ゾーン

G

水辺・親水ゾーン

H

休息・散策ゾーン

J

遊戯広場ゾーン

L

展示・学習ゾーン

C

L

モビリティカー
F

A

H
H

青空ヨガ
J

ナイトイベント
C

駐車場

トイレ

※写真の施設、取組、ゾーン等はイメージであり、決定した事業計画ではあり
ません。また、ゾーンの全範囲で展開するものではありません。
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「SHOP STOP」アプリの
ダウンロードページ

◇いずみの園公園（メイシアター前）
８月５日～11月27日 毎週木・土曜日
午前11：00～午後７：00
◇千里北公園
８月１日～11月28日 毎週日曜日
午前11：00～午後７：00
◇健都レールサイド公園（図書館前）
８月４日～11月27日 毎週水・土曜日
午前11：00～午後７：00

株式会社シンクロ・フード
（モビマル）
G

多目的広場ゾーン

株式会社Mellow

江坂図書館

（公園管理事務所）

A

キッチンカー出店場所一覧

遊具

「モビマル」アプリの
ダウンロードページ

◇江坂公園
８月25日～11月28日 毎週水・日曜日
午前11：00～午後７：00
◇新佐竹台住宅
８月24日～11月30日 毎週火・土曜日
午前11：00～午後７：00
※雨天など気象状況により出店を中止することがあります。売
り切れ次第終了。
※出店事業者の情報や、天候などによる営業確認は、各運営会
社が提供するアプリから確認できます。
※出店を希望する事業者は、直接、各運営会社に相談してくだ
さい。※吹田市は出店受付を行っていません。
※マスク会食の実践をお願いします。
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ESAKAエスコタウンミュージックストリート2021 開催！ −音楽屋通り−
昨年、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考え、「ESAKAエスコ
タウンミュージックストリート2020」を開催しまし
た。22グループのアーティストが出演くださり、開
催できました。今年も、「エスコタウンイルミネー
ション」の点る中、地域密着型音楽イベントとして、
奏者も道行くお客さんもともに癒しの音楽的空間を
味わっていただきたいと願っています。
◆開催日時
2021年11月15日
（月）から［開催予定］
◆開催時間

●昨年の実施風景です

16：15～19：30頃まで
※諸事情によって、開始日時、開催期間が変更することもあります。

2021エスコタウンイルミネーション開催
今年も江坂駅前、エスコタウンで「エスコタウン
イルミネーション」の開催を予定しています。エス
コタウン周辺の店舗、企業の協賛をいただき、街路
樹に色とりどりのLED照明が点灯します。クリスマ
ス、年末、年始と江坂の街も温かな装いでお迎えし
ていきたいと願っております。
◆開催日時
2021年11月12日
（金）～2022年１月30日（日）［予定］
◆点灯時間
17：00～23：00［予定］
◆点 灯 式

●昨年の実施風景です

11月12日
（金）18：00［予定］
※諸事情によって、開始日時、開催期間が変更することもあります。
主催：エスコタウンイルミネーション実行委員会

後援：吹田市
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カフェ ダイニング

バローレ

新規オ

Café Dining

自宅で過ごすくつろいだ時間を、ゲストハウスで楽しむをコンセプトに緑あふれる店内で、座る場所が変わる毎
に風景や雰囲気の変化も楽しんで頂けるダイニングスペース。いつでも利用できるリラックス空間として
VALORE.
（バローレ）をお楽しみください。

日本初 ！

※画像はイメージです

飛沫吸引テーブル

「スウトル」導入！！

※画像はイメージです

健康と美味しさを両立させた華やかな
季節感あふれる和食を中心とした
カフェメニューをご堪能下さい。
料理プロデュース
 元公邸料理人 米澤 雄大 氏
北新地の割烹料理名店にて一
から和食の心を学び、その後、
オース
トラリ
アにて
公邸料
理人を
任せられるなど国内外で活躍。
吹田市文化会館メイシアター
に併設されたレストランとし
てレセプションホールでバン
ケットや会議のケータリング
サービスから大・小のホール
ご利用の際のお弁当までご予
※写真はイメージです
算に応じて承っております。

・ア クリル板無しでの食事
で会話がしやすい！
・相 手との距離感を感じな
い！

最大級のローズクォーツ
ローズクォーツは「美・愛・優しさ」を象徴する石で恋愛
運向上のパワーストーンとして知られています。

吹田市のアンテナショップ併設
・マネケン
ベルギーワッフル
・サクラ食品工業

プレミアムコーヒーゼリー
・ミルフィーユ

天使のふわふわほっぺ
マロニー株式会社
スープ マロニーちゃん

松竹堂
フルーツ餅

自家製のテイクアウト
お弁当も絶賛販売中！

Uber Eats

はじめました。
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江坂に誕生!!

NEWN
OPE

心斎橋で人気のスリランカカレー
「カレーや デッカオ Jr.」が江坂に暖簾分け！

デッカオのカレーは、義母(From スリランカ )が
娘のために作ったオリジナルスリランカカレーです。

ューーア
ニュ
アル
リ
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ン!!!!
プン

地鶏専門の焼き鳥屋「おちば屋」の江坂本店が大リニューアルしました !!
すべて国産、生産者の顔が見える食材を使用し、職人が真心こめてお焼きいたします。

地鶏専門 おちば屋

カレーや デッカオ Jr.

江坂本店

大阪府吹田市江坂町 1-23-33 第 7 マイダビル 2F
御堂筋線 江坂駅⑥出口からすぐ

TEL.06-6389-7636【席

大阪府吹田市江坂町 1-23-33 第 7 マイダビル 2F
御堂筋線 江坂駅⑥出口からすぐ

TEL.06-6389-6655

数】39 席

【営業時間】
《月～木・土日祝》17：30～24：00(L.O.23:00)
《金・祝前平日》17：30～24：00(L.O.23:00)
Facebook

LINE

Instagram

【営業時間】11：00 ～ 15：00 【席
Facebook

LINE

数】12 席

Instagram

緊急事態宣言等の発令により、営業時間が変更になる場合がございます。最新情報は、SNS 等をご確認ください。
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新 入 会 員 紹 介（ご入会順）
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

江坂の皆さん、こんにちは。TM,C（ティエム、シー）です。
創業20年目の節目の年に、社名を変更。「妄想をデザインする」をビジョンに
掲げ、事務所を江坂に移転し、新しく生まれ変わりました。
そう、私たちは「いま、社会に足りないのは、妄想かもしれない」と考えています。
「常識にとらわれず、心をのびのび解き放ち、あんなこと、こんなこと、自由に
妄想することができたら、ぼんやりした夢にも、ちょっと輪郭がついてくる。」
経営者の皆さまがたに、そんな体験をサポートできればと強く思っているからです。
妄想、それは、眠っていた大切な想いかもしれない。それは、ワクワクのはじまりかもしれない。でもそれは、
社会や会社が元気になるきっかけだと信じています。
私たちは、皆さまと一緒に妄想し、未来のカタチとその道筋を描きます。
そして、ブランディングやクリエイティブの力で、あなたの妄想をデザインするパートナー企業です。
この街、江坂の発展に微力ではございますがご協力させていただきたく存じますので、今後ともご指導
ご鞭撻を賜りますようよろしくお願いいたします。
https://www.tm-c.jp/

生和コーポレーション株式会社

〒564-0063 吹田市江坂町1-12-15
TEL.06-6368-9001 FAX.06-6368-9020

わたしたち生和コーポレーションは、様々な土地活用と賃貸マンション経営を
トータルサポートしております。
すべての人に思い描く以上のライフスタイルを提供する。街づくりや環境対策
を通じて、社会にも貢献していく。それが、わたしたちの「使命」です。
現在福島区に本社を有する弊社ですが、1987年に第一号支店として設立した
「北大阪支店」は、西日本を牽引する歴史ある支店です。
この『江坂』という街は、大阪府下屈指の利便性が高く、都心と郊外の魅力が
うまくミックスされ、バランスの良さと暮らしやすさが人気のエリアです。
新しい営業拠点として、2018年よりご縁あって移転開業させて頂いて以来、
今では沢山のオーナー様からご用命頂いており、今後も地元の皆様と共に益々発
展していきたいと願っております。
江坂の発展に更に貢献すべく、賃貸マンションから商業施設に至るまで、数多く
の物件を手掛けてきた弊社のノウハウにより、サスティナブルな未来を創造して
参ります。

株式会社バーブワイヤー

〒564-0051 吹田市豊津町2-24 江坂プラザビル301
TEL.06-6337-8620

実はほとんどの企業様が、ホームページを有効に活用する施策を打てていません。
私たちは、ホームページを制作するだけでなく、今あるホームページを「如何に有効に
活用するか？」ということに焦点を置いて製造業様をメインにホームページ有効活用化
のお手伝いをさせていただいております。
率先して、お客様の内部に入り込みあらゆる事情をお聞きした上で、それぞれの企業様
の埋もれた優位性と独自性を発掘し、情報化してWEB上で発信します。
私たちの得意なことは、企業の優位性と独自性を発掘するだけでなく、それらを
WEB上で必要とする人に必要な情報を的確に届け、ビジネスに繋がる問合せを得ることです。
20年余り、江坂でWEB関連のお仕事をさせていただいておりますが、まだまだ江坂の企業様とお付き合い
が少ないことに気づきました。今後はこれを機に、どんどん、江坂の企業様に貢献できれば幸いです。
どうぞ社員一同、どうぞよろしくお願いいたします。
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医療法人 社団 建歯会

青木歯科医院
●初診予約随時受付／診療時間指定制●
診療時間
A.M.9：30～P.M.12：30
P.M.2：00～P.M. 6：30
祝日・日曜日

休診

〒564-0051 吹田市豊津町1番18号
エクラート江坂ビル2F 医療センター内
ＴＥＬ（06）
6384－2861
ＦＡＸ（06）
6338－9537
http://www.aoki-dentalclinic.com

環境管理から
健康管理まで
●介護付有料老人ホーム「メルシーますみ」
（池田市）
●介護付有料老人ホーム「メルシー緑が丘」
（豊中市）

代表取締役

瀧川健一朗

●グループホーム「メルシー緑が丘」
（豊中市）
●聖授会OCAT予防医療センター（PET健診)

認証番号0000296

〒564-0044 大阪府吹田市南金田 2 -12- 1
TEL 06-6380-2141 FAX 06-6385-2427

●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」
「マルゴー」
「丸伍精肉店」
「バローレ」
●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」
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町10番22号 ストライズ江坂ビル5階

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
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

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

江坂企業協議会
〒 564-0052 吹田市広芝町 10-3
サニーストンホテル内
TEL 06-6380-0241

FAX 06-6380-0247

E-mail info@esaka.gr.jp
URL http://www.esaka.gr.jp/

昼時 ごはん時

江坂の
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デリシャスキッチン「エモンデル」

お好きなメイン料理を1種セレクトし、スープ、サラダ、デザートなどはブッフェスタイルで
お楽しみいただけるランチ。
サクサクの衣と蟹の旨みがたまらない「蟹クリームコロッケ」や大阪の地ソース（大黒屋ソー
ス）でマリネし、柔らかく煮込んだ牛フィレ肉と紅しょ
うがの串カツがアクセントの「オニオンカレー」など、
どれもおすすめです。
ソフトドリンクバーも付いた、充実のランチをご堪能
ください。
⃝ウィークリーランチ 1,450円
⃝牛ロースステーキ フライドポテト添え
⃝牛フィレステーキ フライドポテト添え

2,000円
2,500円

SHOP INFORMATION

住所▶豊津町9-6 新大阪江坂東急REIホテル2階
営業時間▶11:30～14:30（L.O.14:00） ※終日禁煙
※営業内容に関しましては、HPをご確認下さいませ。
URL▶https://www.tokyuhotels.co.jp/esaka-r/
インスタグラム▶esaka_tokyu_rei_hotel

TEL▶06-6338-4095（直通）

＜ビジネスに、プライベートに！ 最大11時間利用OK＞

「ランチBOX付きデイユースプラン」

シェフ特製のランチBOXをお部屋でお召し上がりいただけます。
平日はもちろん、土日祝日も利用可能！テレワークや1人で過ご
すリラックス時間など、用途に合わせてご利用ください。
ご利用時間▶8:00～19:00
ご予約・お問い合わせ▶TEL：06-6338-0109（代表）
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