
市内のプラスチック加工会社の軸丸さんと
カッティングシートなどの施工業者の井川
さん、異業種２社が力を合わせて、新商品
のウイルスガードを開発しました。それを、
コロナ禍で悩む飲食店に設置することで、
なじみのお好み焼きを、もっとおいしく見せ
ます。

相談内容が具体的に決ま  ってなくても大丈夫！
とにかく一度相談してみ   ませんか？
大東ビジネス創造センター    D-Biz

870・9061
平日午前 9 時 ～午   後5時30分
曙町 4-6　市民会館    2 階

受 付 時 間

電 話 番 号

と こ ろ
1回 1時間

相談無料！

何回でも利用
可

能！

おまかせ！お悩み解
決はビジネス
の

今は子育て  中だけど、いつか起業  してみたい

自分の事業所の

売り上げをアップしたいお金をかけずに

ホームページを作りたい

対象はビジネスの夢 を持つ市民全員！

定番商品だけではいつか飽きられてしま
うの ではという不 安を相 談したところ、
シャインマスカットや大学イモ、いろいろ
な旬の素材を使った新商品を開発できま
した。「毎日食べ飽きないクレープ屋さん」
が目標です。

に

「定番以外の季節商品を開発したい！」をサポート！

野崎からスイーツの秋をはじめます！
新商品開発新商品開発

大東ビジネス創造センターD-Biz （ディービズ）は、市が運営する無料
の経営相談所です。事業者の強みを 共に探し出し、お金を掛けずにアイ
デアを使って、売り上げアップのお 手伝いをします。

メーカーを知り、現場を知り抜く、唯一無二の自分の知的財産を有効活用したい！という思いを持って、
相談しました。中小企業に特化したFA（工場オートメーション化）ディレクターとしての活動に対する
アドバイスをもらい、中小企業を大東から変えていきたいという熱い思いを形にできたと感じます。

「中小企業の救世主になりたい！」をサポート

自動化は成長の要です
ブランディング &

新サービス
ブランディング &

新サービス

「自社の枠を超えて新しい可能性を生み出したい！」を解決！

「笑顔のみえる感染防止ボード」
新商品 &

企業間コラボ
新商品 &

企業間コラボ 大東のものづくりの力 × 大東の飲食店 命名！

飯盛城跡の国史跡指定をきっかけに登山
やハイキングで食べてもらえるようなパン
を作りたいと思い、相談しました。親しみや
すい名前もつけてもらい、栄養満点で食べ
飽きない、おいしさ山盛りの新商品ができ
ました。

万歳！ 夢だった唐揚げ屋さんをオープン
することができました。年齢を重ねてから
の挑戦は勇気がいりましたが、D-B i zの
センター長にたくさん相談に乗ってもらえ
ました。開店早々小学生に大人気で、毎日
が楽しいです！

「人生は続く、働き続けたい、いつまでも。」 夢持つシニアをサポート！

やった！ ６８歳の起業！
起業支援起業支援

地域の人に愛されるコースを新設したいと
思い、相談しました。1回約30分、続ければラ
インが変わる、脂肪燃焼特化型ワークアウト
“燃えトレ”として、魅力的なコースを作ること
ができました。

大東市の女性に筋肉を！

「大東ならではのニーズに合った商品を作りたい！」を解決！

 飯盛もりもりドッグ＆三好長慶兵糧パン
新商品開発新商品開発

「学習チャンスをつくれば、必ず伸びる」と生徒
を信じて家庭教師歴４０年。不登校などで学習機
会を失い、困っている生徒を助けたいという熱
い思いをようやく「レスキュー家庭教師サービ
ス」という形で実現できました。

「学習する場    に困っている人を助けたい！」をサポート

不登校   から進学へ！
新サービス開発新サービス開発

「大東市オリジナルのトレーニングコースを作りたい！」を応援！
新サービス開発新サービス開発

特集

西田さん

玉野さん

秋本さん 辻野さん

巽さん

藤田さん

表紙はD-B i zの相談者でもある市内のコミュニケーションデザイ ナーこゆりさんに、大東市の企業をイメージしたキャラクターをデザ
インしていただきました。介助犬と車いすや、納豆、唐揚げ屋さんな ど、あの企業かな？と想像が膨らむキャラクターが勢ぞろいです。
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