
企業名 連絡先　 参考イメージ　 依頼デザイン

①

株式会社レーザーテック

携帯性に優れた
金属製のバーベキューコンロ

※参考イメージは試作品

②

株式会社日清精工

　 射出成形品
プラスチック製品デザイン

③

株式会社木幡計器製作所

工業用計器

無線伝送器

外装デザイン

④

治部電機株式会社

梱包用パッケージ

製品出荷用外観デザイン

ブランドイメージの普及

⑤

株式会社テクノワークス

ミラーシートプレートを

使った打ち抜き

可能な外観デザイン

⑥

大洋紙器株式会社

クラフト段ボール

カラー段ボール

を使った小型家具や

おもちゃ等のデザイン

⑦

株式会社大島工業所

⑧

有限会社福本製作所
　

⑨

三郷金属株式会社

展示会用サンプル品のデザイン

⑩

緑屋紙工株式会社

レーターセットのデザイン

透かしの入った和紙のレータセット

ご当地百景（大阪編）レターセット

産学連携デザイナー育成プロジェクト２０１３年6月15日　参加企業一覧表　　　

この上に網を載せて　肉
を焼きます。
差し込み式で　組んでい
て　ばらすと板状になり、
コンパクトに収納できま
す。

〒555-0044

大阪市西淀川区百島1-3-94

ＴＥＬ　06-6471-8442

ＦＡＸ　06-6471-8443

〒577-0835

東大阪市柏田西1-11-2

ＴＥＬ　06-6727-3717

ＦＡＸ　06-6727-6034

〒551-0021
大阪市大正区南恩加島5-8-6

ＴＥＬ　06-6552-0545

ＦＡＸ　06-6551-1588

〒532-0033

大阪市淀川区新高5-16-17

ＴＥＬ　06-6392-9121

ＦＡＸ　06-6395-8861

〒546-0001

大阪市東住吉区今林2-6-11

ＴＥＬ　06-6751-9092

ＦＡＸ　06-6754-0136

〒546-0001

大阪市東住吉区今林4-12-9

ＴＥＬ　06-6792-7878

ＦＡＸ　06-6792-7802

金属部品に寸法精度が必要な穴をたくさんあける
のが得意分野で穴あけに特化した会社です。そん
な弊社のイメージにあったホームページ、企業案
内パンフレット、この技術をＰＲするための展示会
用パネル、会社のロゴのデザイン

〒587-0012

堺市美原区田冶井251-6

ＴＥＬ　072-362-5715

ＦＡＸ　072-362-3878

結婚式場ではウェルカムボード、持ち帰っ
てフォトフレームに使用できる土台のデザイン。土
台に挟むものはA4サイズのガラス板（弊社デザイ
ン）。素材：アルミ

〒544-0004

大阪市生野区巽北1-24-14

ＴＥＬ　06-6751-5742

ＦＡＸ　06-6754-4878

〒570-0048

守口市寺方本通2-13-17 弊社 は「 とても薄い金属 の板同士 をレ
 ーザ ー溶接 でつなげる技術」を持ってお 
り、これまでは電池の端子を溶接

ＴＥＬ　06-6992-3334

ＦＡＸ　06-6992-3336

〒547-0021

大阪市平野区喜連東5-16-15

ＴＥＬ　06-6709-8110

ＦＡＸ　06-6708-9136 ※参考イメージは封筒(奈良編）



企業名 連絡先　 参考イメージ　 依頼デザイン

①

②

丸一株式会社

③

株式会社オークマ工塗

④

株式会社藤原重機

⑤

ルート工業株式会社

⑥

⑦

⑧

株式会社三陽工業

⑨

有限会社藤川樹脂

産学連携デザイナー育成プロジェクト２０１３年12月7日　参加企業一覧表　　　

株式会社
アスカカンパニー

〒585-0004
大阪府南河内郡河南町山城
135-2
0721-93-1970

夜間業務用ヘルメットライトの形状デザイン。
現状のモノより耐久性に優れた形状のもの、
必要条件・規制の範囲内で新しいデザイン。

〒540-0031
大阪市中央区北浜東2-10　　
　　　　　　　　　　　TEL 06-
6966-0141
〒519-0169
三重県亀山市白木町貝下
1866-8                     TEL 
0595-84-0141

キッチン、お風呂、洗面台等の家庭用排水ト
ラップ等のデザイン。

〒579-8004
東大阪市布市町3-2-57
TEL 072-988-1363

ルームリファインと言う新しい形の内装リノベ
ーションのデザイン及び女性向けDIYスクー
ル事業のデザイン。

〒577-0063
東大阪市川俣1-19-13
TEL 06-6787-4877

会社のマスコットキャラクターのデザイン提
案。

〒577-0835
大阪府東大阪市柏田西2-14-
41
TEL 06-6787-4877

コンテナ台車ルートボーイ（伸縮キャリー）パ
ッケージのデザイン・取扱説明書（組立書）カ
タログのデザイン・商品のアイデア等。

株式会社
インターセプター

〒540-0029
大阪市中央区本町橋2-15三
恵ビル3F
TEL 06-6809-7065

LEDを使ったのぼりポールのデザイン（のぼ
り旗は規定内容があるため、デザインに含ま
れません）。

株式会社
ヒューマンフォレスト

〒574-0022
大東市平野屋2-8-13
TEL 072-870-8288

初めての自社商品（健康グッズ）の商品デザ
インやネーミング・ロゴ・広告媒体デザイン。

〒556-0021
大阪市浪速区幸町3-4-21
TEL 06-6561-5543/090-
7102-9657

刃物商品カタログの表紙及び中身のデザイ
ン。

〒587-0012 
大阪府堺市美原区多治井８１
４
TEL 072-362-5703

３Ｄプリンターでつくる手触り肌触りのよい網
目のデザイン。使用機種：Stratasys社　
FORTUS 360mc、使用樹脂：ポリカーボネー
ト（白色）



企業名 連絡先　 参考イメージ　 依頼デザイン

①

サンコーマーク

②

株式会社下西製鉄所

③

中川鉄工株式会社

④

⑤

株式会社日清精工 -2

⑥

株式会社富士フォト工房

⑦

株式会社ヘッズ

⑧

株式会社堀木工所

⑨

モノプラス株式会社

⑩

株式会社依田真珠

産学連携デザイナー育成プロジェクト２０１4年9月20日　参加企業一覧表　　　

東大阪市若江本町2-4-10
子供向けのウォールステッカー及びガ
ラスステッカーの図柄デザイン

〒578-0935
東大阪市若江東6-8-25
TEL 06-6724-9501
FAX 06-6724-9141

マグネットを使用した粘土的なアート
デザイン

大阪市城東区関目2丁目5番17
号
TEL 06-6939-8519

マグネシウム合金製の食器（ワイング
ラス）のデザイン

中辻金型工業
株式会社

東大阪市長田西4丁目1-16
TEL 06-6746-0056

プレス板金技術を活かした商品及び
パッケージ等のデザイン(浅井金型の
紹介)

〒577-0835

自社HP及び自社製品事業HPを統合
したホームページデザイン

東大阪市柏田西1-11

ＴＥＬ　06-6727-3717

ＦＡＸ　06-6727-6034

大阪市城東区今福南1-2-3
TEL 06-6967-9620
FAX 06-6967-9621

メタルフォト（特殊アルミ）を使用した銘
板での新しい商品及び広報デザイン
(ルート工業㈱中村社長の紹介)

〒545-0001
大阪市阿倍野区天王寺町北3-
9-11
TEL 06-6719-7311
FAX 06-6719-7351

春・桜をテーマとした、カーディーラー
及びコンビニの店内装飾アイテムのデ
ザイン

貝塚市二色南町5-3
TEL 072-431-7841
FAX 072-431-4475

木とエコホリン（珪藻土）を組み合わせ
た商品デザイン

大東市住道1-9-8
TEL 072-813-2307

会社案内及び販促ツール（パンフレッ
ト）のデザイン

和泉市伯太町5-1-46
TEL 0725-41-0305
FAX 0725-41-5250
      090-7341-0806

パール塗装技術を活用した商品開発
及びアクセサリーパールのデザイン
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