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P17

株式会社イーストン

Company Profile 企業概要
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ESecoスクリーン  THX認定サウンドスクリーン
!#/0)'#(1!!&''#)23.'#04//3'0/4-565/.'78'$9:

日本有数の音響機器メーカーとも共
同設計を行い、数々の独創的な機能
性を実現。THX認定など最高峰の画
質を追求しながらもリサイクル素材を
積極的に取り入れ、環境への配慮も
両立している。

A lot of original functionality has been materialized by 
EASTONE who has collaborated with the leading audio 
sets manufacturer in Japan. In addition to the top level 
image quality which has been proved and certified by 
THX,EASTONE has also paid special attention to the 
environment by employing actively the recycled materials.

高品位な映画館と同レベルの忠実な映像
再現性と優れた音響透過性能が求められ
るTHXの認定スクリーン。独自の素材を特
許技術で編み上げて、どの角度から観て
もソース映像のディテールまでを再現。特
殊顔料の配合により、光を均一に拡散し、
シャープな目に優しい映像を映し出す。リ
サイクル可能な非塩ビ素材で幕面を製造
し、防炎の認定を受けている。スクリーン
製品としては日本で初めて財団法人日本
環境協会のエコ認定を取得。

The screen qualification test by THX does request the faithful image reproducibility 
and sound transmission property equivalent to high quality theater. The surface of our 
screen can faithfully duplicate the original sources from all angles until the details by 
patented technique knit out of original material. The light can be evenly diffused by 
blended special pigment. The feature of the sharp and eye-friendly images is also our 
commitment. Easton has succeeded to employ the recycled non-PVC 
materials as the screen surface certified with flameproof 
marks and has been firstly approved and 
authorized to use ECO-MARK by 
Japan Environment Association 
as screen manufacturer in Japan.

＋81-6-6783-6372TEL URL http://eastone.gr.jp

大一鋼業株式会社

Company Profile 企業概要

;"<<(9<'=%>?%'(%@A"&?

クリップマーキー
(B5C'@D4E/8

「消費者が何を求めているのか」を社員
一人ひとりが常に把握し、「生活者の視
点」に立った製品開発でロングラン製品
を生み出して消費者の支持を得ている。
生活者密着型の製品開発で、暮らしの
すきまを埋める商品づくりを行っている。

All employees always understand individually what the 
consumers need, obtain their support by producing a 
long-running product with developing it standing on living 
people’s point of view. Based on the development of the 
product bearing closely on the needs of ordinary people, 
we are making products to fill up their life’s niche.

鞄やポケットの中で見失いがちなカギを、整理
しやすく手に取れるようクリップ機能を付けた
製品。誰もが安全に使いやすく、大切なカギの
保管や紛失防止に役立つことが商品コンセプ
トで、Gリングの先端を丸めたことにより、爪や
衣類を傷つけることがない。さらに、名前などが
書き込める中紙は、ストーンペーパーでできて
おり、水に強く破れにくいのが特徴。

The product with the clip’s function 
which enables to easily pick out the 
key from the bag or pocket inside of 
which is confused,and to be easier 
to put it in order. The concept of the 
product is easy and safe use for 
everybody and is to help safekeeping 
an important key and preventing the 
loss. By rounding the tip of G ring, 
the nai ls and the clothings are 
prevented from being damaged. In 
addition, the inner paper to write the 
name etc. is made of a stone-paper 
and is waterproof and hard to be 
torn.

＋81-6-6723-0788TEL URL http://www.markey.co.jp

FGFH

東大阪市モノづくり製品選
モノづくりへの情熱がデザインに磨きをかける。技術の革新がオリジナリティを生む。

ここに紹介するのは、そのような視点により審査委員会で選ばれた
モノづくりのまち東大阪を代表する28の製品である。

Passion for the manufacturing refine the design 
Technology innovation create originality 

Now we introduce the following 28 products which were selected by review committee
from such a viewpoint and represent the manufacturing city Higashiosaka

優れた機能性と造形美。卓越したデザイン力
は、グローバル競争の中でも必要不可欠な
技であり、技術との融合によって新たな可能
性を導き出している。

海外でも通用する高い技術力。独自技術の
結晶はトップシェアを記録し、他には真似の
できないブランドとなる。

Superb functionality and formative 
beauty.  Great design skill is absolutely 
essential in the global competition and 
that creates further possibility by 
combination with technology.

Worldwide recognized high technology. 
Crystallization of own technologies 
record the top market share and grow 
into the brand which never be followed 
by others.

デザイン

技術

15
items

13
items
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nijo inc.

Kumiyama Vegetable Garden Plan
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農 農業ブランドの発信と育成

緑と食育を通じた
多様な世代の交流

移動型食堂による
健康食サポート

住

工

療育・福祉

マルシェ

憩いの居場所

多角化の苗床
（無農薬 , ハーブ）

地産地消

菜園教育

工業団地
移動販売

（ランチ営業）

フードトラック
×ものづくり



コアプログラム

コンセプト

人 -暮らし - 産業をつなぎ
活き活きとさせる
コモンズとしての

“·ͪͷʹΘ”

ߏ�ͷʹΘͪ·�ޚٱ
久御山町まちづくり戦略 - 中央公園等活用整備構想

期待する取組
久御山の暮らし･産業の目標像

美味しい庭
エディブル
ガーデン

みんなの居間
アウトドア
リビング

移動式屋台
フード
トラック

ͱ͘͢ɺڌதԝެԂΛɺλϯϓϩϞʔγϣϯͷޚٱ
ࡊϋʔϒͳͲΛҭͯͯ৯Δ࣮ݧ݉ΤσΟϒϧ
Ψʔσϯͱ͠ɺͦΕΛࡊԂڭҭ৯ҭɺԂΧϑΣͰͷఏ
Δɻ͢༺׆ʹɺϑʔυτϥοΫʹΑΔҠಈൢചڙ

தԝެԂΛ͍ܜͱֶͼͷͱ͠ɺ৯ͱͷ׆༻ɾڭҭϓϩ
άϥϜΛॆ࣮ͤ͞ɺଟ༷ͳੈͷަྲྀͷͱ͢Δͱͱʹɺ
ମݧɾڭҭΛ࣠ͱ͢ΔۀͷۀߴԽΛਤΓɺϚϧγΣ
ͳͲΛ௨ͯ͡ੜऀͱॅຽ͕ͭͳ͕ΔػձΛͭ͘Δɻ
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