別紙④

■広告・販売促進等、コミュニケーションツールの
企画・立案 および 制作
■国内および海外向け 家電製品、住宅関連部材の
グラフィック計画および パッケージデザイン

総合ユニフォームメーカー

■食品・飲料・医薬品・生活雑貨等の
商品企画 ・SP 企画および パッケージデザイン

代表取締役：吉田 順年

TEL
FAX
URL
Email
Access

ホテル・レストラン業界向け
ユニフォームカタログ

サービス業を中心とした
カジュアルワークカタログ

女性向けワーキングウェア
カタログ

株式会社 タニオカドレス
当社は業歴 45 年を誇る、総合ユフォーム製造・販売会社です。
信頼のブランド「VOLCAN」は、ホテル・レストラン業界の方々

フォーム、白衣、ポロシャツ、Ｔシャツ、エプロン、チノパン、
etc ありとあらゆるユニフォームを取り扱っております。

http://www.neue.co.jp/
info@neue.co.jp
530-0043

大阪市北区天満 2-12-13

JR
「大阪天満宮」
駅、
谷町線＆堺筋線「南森町」駅
谷町線＆京阪線
「天満橋」
駅

協同組合関西デザインオフィスユニオン

2番出口

2番出口

代表取締役：谷岡 一治

TEL
FAX

に広くご愛顧頂いております。ホテル関係のユニフォームや
制服、女子事務服、男子ワーキングウエアー、サービスユニ

06-6356-6121（代）
06-6356-5507

生活用品

サービス業

株式会社スタジオノイエ

URL
Email
Access

大阪府被服工業組合／日本バンケット事業協同組合

06-6391-6531（代）
06-6395-0221

業務用クリーニング承ります。

http://www.volcan88.com/

制服、作業服、ユニフォーム、コックフォームなど
大量注文にもしっかり対応いたします。

info@volcan88.com
532-003

大阪市淀川区新高2-8-8

営団地下鉄南北線「白金高輪」駅より徒歩5分

清潔な作業着が求められる食品関係、ホテル業、病院や美容室、一般工場等で

都団浅草線「泉岳寺」駅より徒歩5分

使用される帽子やエプロン、制服をお電話一本で集配し、仕上がり次第お客様
の元へお届けします。
※数量によって単価が変わります。

株式会社 タニオカドレス
当社は業歴 45 年を誇る、総合ユフォーム製造・販売会社です。
信頼のブランド「VOLCAN」は、ホテル・レストラン業界の方々

代表取締役：谷岡 一治

TEL
FAX

に広くご愛顧頂いております。ホテル関係のユニフォームや
制服、女子事務服、男子ワーキングウエアー、サービスユニ
フォーム、白衣、ポロシャツ、Ｔシャツ、エプロン、チノパン、
etc ありとあらゆるユニフォームを取り扱っております。

URL
Email
Access

営業時間：平日9:00〜21:00
（定休日:日曜日、
祝日）

きれいな白衣は、仕事のやる気が違います。
お客様から見ても、清潔感、安心感を与え

info@volcan88.com
532-003

地域の皆様に愛されて半世紀。

大阪市淀川区新高2-8-8

てくれます。汚れ落ちが悪いと汚れが積
み重なって大きなシミになります。

これからも皆様のお役に立てる、地域に密着

そんなお悩み解消します。

したサービスをお届けしていきます。

生活用品

代表取締役：吉田 順年

TEL
FAX

あああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああ

新品になりませんが、今まで以上に
キレイにより白衣に仕上げます。

http://www.volcan88.com/

株式会社スタジオノイエ

あああああああああああああああああああああああ

白度復元加工付クリーニング
いたします。

都団浅草線「泉岳寺」駅より徒歩5分

大阪府被服工業組合／日本バンケット事業協同組合

あああああああああああああああああああああああ

ご希望に応じて

☎ 06-6628-3754

06-6391-6531
06-6395-0221

（代）

営団地下鉄南北線「白金高輪」駅より徒歩5分

140 字あああああああああああああああああああああ

いますぐお電話。1 ランク上の技術をお届けします。

Access

06-6356-6121（代）
06-6356-5507
530-0043

阿倍野区、
天王寺区、
常磐地区を中心に地域の皆様（ご
家庭・企業様・官公庁）
に愛されて、
おかげさまで 50 年。

谷町線＆京阪線「天満橋」
駅

代表取締役：森田 満

TEL
FAX

これからもみなさまのお役に立てるよう、地域に密

大阪市北区天満 2-12-13

JR「大阪天満宮」駅、谷町線＆堺筋線
「南森町」駅

株式会社 クリーニング奈良屋

2番出口

着したサービスをお届けしていきます。

URL
Access

2番出口

06-6628-3754
06-6628-3753
http://www.oct.zaq.ne.jp/afafb905/
545-0005

大阪市阿倍野区三明町1-13-18

JR地下鉄天王寺駅、
近鉄「あべの橋駅」各徒歩6分

あああああああああああああああああああああああ

コジマ電気、
スーパー阪急ファミリーストア
（旧ニッショーストア）
近く
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協同組合関西デザインオフィスユニオン

大阪商工会議所／大阪府中小企業団体

31

阿倍野区、
天王寺区、
常磐地区を中心に地域の皆様（ご
家庭・企業様・官公庁）
に愛されて、
おかげさまで 50 年。

開発、
品
商
ら
か
アル企画
ュ
ジ
WEB、
、
ビ
、
P
S
め
、
じ
グ
タイジン
CI・VIをは
バ
ド
ア
ル
、トータ
けます。
ジ
掛
ー
手
ケ
を
ッ
ン
パ
るデザイ
ゆ
ら
あ
等
プロダクト
主な営業品目

代表取締役：森田 満

TEL
FAX

これからもみなさまのお役に立てるよう、地域に密
着したサービスをお届けしていきます。

URL
Access

06-6628-3754
06-6628-3753

生活用品

生活用品

株式会社 クリーニング奈良屋

http://www.oct.zaq.ne.jp/afafb905/
545-0005

大阪市阿倍野区三明町1-13-18

JR地下鉄天王寺駅、
近鉄「あべの橋駅」各徒歩6分
コジマ電気、
スーパー阪急ファミリーストア
（旧ニッショーストア）
近く

大阪商工会議所／大阪府中小企業団体

パッケージ、カタログ、パンフレット、WEBサイト、ロゴデザインなどの企画・制作
その他実績は右記サイトにて掲載

http://www.neue.co.jp/

株式会社 駿河屋
煉羊羹の元祖駿河屋の流れを汲み、明治２０
年に大阪にて創業。

以来伝統の製法を頑な

代表取締役：岡本 楢雄

TEL
FAX

に守りながら、時代にあったお菓子の開発に
も努めております。

羊羹を始め、各種商品

Access

06-6271-0018（代）
06-6262-0111
542-0081 大阪市中央区南船場2-3-7
地下鉄鶴見緑地線＆堺筋線「長堀橋駅」より徒歩3分

は日保ちも良く、ご進物のご利用には最適で

地下鉄御堂筋線＆鶴見緑地線「心斎橋駅」
より徒歩6分

す。
大阪府生菓子協同組合

株式会社 タニオカドレス
当社は業歴 45 年を誇る、総合ユフォーム製造・販売会社です。
信頼のブランド「VOLCAN」は、ホテル・レストラン業界の方々

代表取締役：谷岡 一治

TEL
FAX

に広くご愛顧頂いております。ホテル関係のユニフォームや
制服、女子事務服、男子ワーキングウエアー、サービスユニ
フォーム、白衣、ポロシャツ、Ｔシャツ、エプロン、チノパン、
etc ありとあらゆるユニフォームを取り扱っております。

Corprate Identitiy

URL
Email
Access

Graphic Design

■広告・販売促進等、コミュニケーションツールの
企画・立案 および 制作
■国内および海外向け 家電製品、住宅関連部材の
グラフィック計画および パッケージデザイン
■食品・飲料・医薬品・生活雑貨等の
商品企画 ・SP 企画および パッケージデザイン

代表取締役：吉田 順年

TEL
FAX
URL
Email
Access

06-6356-6121（代）
06-6356-5507
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協同組合関西デザインオフィスユニオン

■国内および海外向け 家電製品、住宅関連部材の
グラフィック計画および パッケージデザイン
■食品・飲料・医薬品・生活雑貨等の
商品企画 ・SP 企画および パッケージデザイン

info@neue.co.jp
大阪市北区天満 2-12-13

JR「大阪天満宮」駅、谷町線＆堺筋線
「南森町」駅
谷町線＆京阪線「天満橋」
駅

2番出口

http://www.volcan88.com/
info@volcan88.com
532-003

大阪市淀川区新高2-8-8

都団浅草線「泉岳寺」
駅より徒歩5分

株式会社スタジオノイエ
■広告・販売促進等、コミュニケーションツールの
企画・立案 および 制作

http://www.neue.co.jp/

530-0043

06-6391-6531（代）
06-6395-0221

営団地下鉄南北線「白金高輪」
駅より徒歩5分

大阪府被服工業組合／日本バンケット事業協同組合

株式会社スタジオノイエ

その他

Web Design

Package Design

代表取締役：吉田 順年

TEL
FAX
URL
Email
Access

06-6356-6121（代）
06-6356-5507
http://www.neue.co.jp/
info@neue.co.jp
530-0043

大阪市北区天満 2-12-13

JR
「大阪天満宮」
駅、
谷町線＆堺筋線「南森町」駅

2番出口

協同組合関西デザインオフィスユニオン

谷町線＆京阪線
「天満橋」
駅

2番出口

2番出口
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