産学連携デザイナー育成プロジェクト 2013 年 6 月 15 日
企業名

連絡先

株式会社レーザーテック

〒555-0044
大阪市西淀川区百島
1-3-94
TEL 06-6741-8442
FAX 06-6471-8443

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

株式会社日清精工

〒577-0835
東大阪市柏田西 111-2
TEL 06-6727-3717
FAX 06-6727-6034

射出成形品
プラスチック製品デザイン

株式会社木幡計器製作所

〒551-0021
大阪市大正区南恩加
島 5-8-6
TEL 06-6552-0545
FAX 06-6551-1588

工業用計器
無線伝送器
外装デザイン

治部電機株式会社

〒532-0033
大阪市淀川区新高
5-16-17
TEL 06-6392-9121
FAX 06-6395-8861

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

株式会社テクノワークス

〒546-0001
大阪市東住吉区今林
2-6-11
TEL 06-6751-9092
FAX 06-6754-0136

ミラーシートを使った抜き打ち
可能な外観デザイン

大洋紙器株式会社

〒546-0001
大阪市東住吉区今林
4-12-9
TEL 06-6792-7878
FAX 06-6792 7802

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

株式会社大島工業所

〒578-0012
堺市美原区田治井
251-6
TEL 072-362-5715
FAX 072-362-3878

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

有限会社福本製作所

〒544-0004
大阪市生野区巽北
1-24-14
TEL 06-6751-5742
FAX 06-6754-4878

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

三郷金属株式会社

〒570-0048
守口市寺方本通 213-17
TEL 06-6992-3334
FAX 06-6992-3336

展示会用サンプル品のデザイン
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

緑屋紙工株式会社

〒547-0021
大阪市平野区喜連東
5-16-15
TEL 06-6709-8110
FAX 06-6708-9136

レターセットのデザイン
透かしの入った和紙のレターセ
ット、ご当地百景（大阪編）レ
ターセット
※参考イメージは封筒（奈良
編）

依頼デザイン

参加企業一覧
参考イメージ

産学連携デザイナー育成プロジェクト 2013 年 12 月 7 日
企業名

連絡先

依頼デザイン

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
TEL 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。

丸一株式会社

〒540-0031
大阪市中央区北浜
東 2-10
TEL 06-6966-0141
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。

株式会社オークマ工塗

〒579-8004
東大阪市布市町 32-57
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。

株式会社藤原重機

〒577-0063
東大阪市川俣 1-1913
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。

ルート工業株式会社

〒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）。

〒574-0022
大東市平野屋 2-813
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。

株式会社三陽工業

〒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。

有限会社藤川樹脂

〒587-0012
大阪府堺市美原区
多治井 814
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）

株式会社
ヒューマンフォレスト

参加企業一覧
参考イメージ

産学連携デザイナー育成プロジェクト 2014 年 9 月 20 日
企業名

連絡先

依頼デザイン

サンコーマーク

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

株式会社下西製作所

〒578-0935
東大阪市若江東 68-25
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

中川鉄工株式会社

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

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)

株式会社日清精工

〒577-0835
東大阪市柏田西 111-2
TEL 06-6727-3717
FAX 06-6727-6034

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

株式会社富士フォト工房

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)

株式会社ヘッズ

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

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

株式会社堀木工所

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

モノプラス株式会社

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

株式会社依田真珠

和泉市伯太町 5-146
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

中辻金型工業
株式会社

参加企業一覧
参考イメージ

産学連携モノづくりデザインサポート 2015 年
企業名

連絡先

依頼デザイン

株式会社 ASAKURA

〒636-0247
奈良県磯城群田原
本町阪手 689
TEL 0744-33-4594

洗濯物にあったピンチのサイズ

株式会社下西製作所

〒578-0935
東大阪市若江東町8-25
TEL 080-5367-243

セキセイ株式会社

〒545-0053
大阪市阿倍野区松
崎町 2-6-43
TEL 06-6621-9348

スマートフォン時代のアルバム

株式会社大共

〒577-0066
東大阪市高井田本
通 5-2-17
TEL 06-6781-8111

世の中にない卵のパッケージ

〒589-0034
大阪狭山市山本中
1358

「くつ下の輪が大変身！」
手編みニットの活用

ハローテクノ株式会社

〒550-0014
大阪市西区北堀江
2-2-25
久我ビル南館 5F
TEL 06-6540-8661

コインパーキングのロック装置
デザイン

株式会社フジ医療器

〒583-0995
南河内郡太子町太
子 2372-95
TEL 0721-98-6863

次期マッサージチェアのデザイ
ン

株式会社箭木木工所

〒574-0077
大東市三箇 6-3-7
TEL 072-872-4061

大阪製ブランドで使えるような
小物家具

特定非営利活動法人
たんぽぽの丘

プロユースのカメラホルスター

参加企業一覧表
参考イメージ

産学連携モノづくりデザインサポート 2016 年 参加企業一覧表
企業名

連絡先

依頼デザイン

株式会社ペーパーワールド

大阪府大阪市中央
区久宝寺町 3-4-4
3F
TEL 06-6937-5505
URL:
http://www.paperw
orld.jp/

ダンボール素材で作る新しいギ
フト用パッケージ、発送用パッ
ケージのアイデア

株式会社共生社

〒660-0824
兵庫県尼崎市東本
町 4 丁目 10 番地
TEL 06-6488-2777
URL:
http://tagged.jp/

耐水性に優れた特殊紙で作った
メモパッド「TAGGED」の新し
い展開企画

ダイトー光芸株式会社

上村金網金属株式会社

杉山金属株式会社

株式会社アリス

〒541-0055
大阪市中央区船場
中央 2 丁目 1 番 4208 号 船場センタ
ービル 4 号館
TEL 06-6262-3090
URL:
http://www.daitokogei.co.jp/
〒575-0002
大阪府四条畷市岡
山 2-9-3
TEL 072-879-0901
URL:
http://www.uemur
a-kanaami.co.jp/
〒571-0043
大阪府門真市桑才
新町 10 番 6 号
TEL 06-6909-7031
URL:
http://www.sugiya
mametals.co.jp/
URL:
http://ariceworld0917.jp/

堺筋本町にある船場センタービ
ル内に設置するトリックアート
のデザイン提案

ステンレスメッシュを使用した
インテリア雑貨のデザイン

ステンレス端材を使った、エク
ステリア・インテリア商品や紙
と布などと融合させた商品の提
案

株式会社アリスの奇抜で楽しい
プロモーションデザインの提案

参考イメージ

