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２０１７年８月２２日 

報道関係者 各位 

 OSAKA STYLING EXPO「FASHION」 出展者決定について 
 

＜問合せ先＞  大阪スタイリングエキスポ実行委員会事務局 
大阪商工会議所 流通・サービス産業部 
電話：０６－６９４４－６４９３（高橋・青柳） 

 

○ 大阪スタイリングエキスポ実行委員会（会長＝植本勇・大阪商工会議所 繊維部会長（小泉アパレル

㈱取締役会長））が、１１月２３日（木・祝）に実施する、OSAKA STYLING EXPO「FASHION」に出展す

る企業・ブランドが決定しました。 

○ OSAKA STYLING EXPOは、「FASHION」と「LIVING」の２つの部門で構成されており、「FASHION」では「into 

ART アートに夢中」をテーマに、次世代人材・ブランド育成に重点を置いたファッションイベントを

開催します。 

○ 注目は「ニューブランドコレクション」。近年立ち上がった大阪・関西発のブランドが多数出展し、フ

ァッションショーでブランドをアピールします。海外で経験を積んだ若手実力派デザイナーや、老舗

の強みや関係性を大事にしながらも新たな市場に挑戦する２～３代目も多数参加しており、素材や縫

製、デザインにこだわったアイテムが披露されます。 

○ 「コラボクリエイション」は、普段接することのないメーカーとデザイナーが協業してアイテムを制

作する企画。大阪の地場産業の工業組合や大手合繊メーカーと、先鋭的な新進デザイナーとの化学反

応が見所です。メーカーが普段から作っている売れ筋商材とデザイナーのクリエイティブな発想には

ギャップがあるものの、双方の対話や特徴を意識した制作活動によって相互理解を深め、技術的にも

デザイン的にも優れた訴求力のあるものづくりを行います。 

○ さらに、ファッションデザインの教育機関の生徒が参加するデザインコンテストも開催。 

○ 出展ブランドや制作過程については、今後公式ホームページやフェイスブックなどを通じて随時紹介

します。 

OSAKA STYLING EXPO 「FASHION」概要 

開催日：２０１７年１１月２３日（木・祝） 
場 所：堂島リバーフォーラム 

（大阪市福島区福島１丁目１－１７） 
プログラム：ファッションショー、コンテスト、 
     展示ブース等 
観覧料：無料 

主催者：大阪スタイリングエキスポ実行委員会 
(大阪商工会議所、大阪市、(一財)大阪デザインセンター、 

ならびにライフスタイル関連企業・団体などで構成。) 

以上 

＜添付資料＞ 

資料１：OSAKA STYLING EXPO「FASHION」出展者一覧 

資料２：OSAKA STYLING EXPO「FASHION」プログラム概要 

資料３：OSAKA STYLING EXPO「FASHION」イベント会場イメージ 

記者配布資料 

前回の写真（堂島リバーフォーラムで） 
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２０１７年８月２２日 
大阪スタイリングエキスポ実行委員会 

OSAKA STYLING EXPO 「FASHION」 出展者一覧 （五十音順） 

「★」のついた出展者は､OSAKA STYLING EXPO初参加の事業者 

１．ＦＡＳＨＩＯＮ ＳＣＨＯＯＬ ＣＯＮＴＥＳＴ （ファッションスクールコンテスト） 

出場予定者の所属校名 （各校５作品） 

上田安子服飾専門学校 

大阪文化服装学院 

大阪モード学園 

マロニエファッションデザイン専門学校 

 

２．ＮＥＷ ＢＲＡＮＤ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ （ニューブランドコレクション） 

ブランド名 社名（またはデザイナー名） 

RBTXCO（アールビーティ） 東 哲平 

Atelier Ai（アトリエ アイ） (株)アトリエ アイ 

ILicca&TOFF CHAV（イリッカ アンド トフチャブ） (株)ラ・コロール＆(株)トフチャブ 

ironico（イロニコ） 新屋 真帆・藤井 智 

ennhüt（エンハット） 田原 恵津子 

★Kare/ME（カーミー） ★(株)Deck 

★KANECARON（カネカロン） ★(株)カネカ 

Coatl（コアトル） DOUZE DESIGN 

COLLINS' STUDIO（コリンズ スタジオ） サン・メンズウェア(株) 

★tatsuya tsukahara（タツヤ ツカハラ） ★塚原 達也 

★DOS DIOSAS（ドス ディオサス） ★(株)トレアジューシェ・ジャパン 

★MARENCO（マレンコ） ★林キルティング 

★make.B（メイク ビー） 小泉アパレル(株) 

LAKE（レイク） 小泉 篤義 

★Atelier Yuka（アトリエ ユカ） ★㈲アトリエ ユカ 

 

 

  

資料１ 
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３．ＣＯＬＬＡＢＯ ＣＲＥＡＴＩＯＮ （コラボクリエイション） 

大阪靴下工業協同組合/大阪靴下工業組合 × デザイナー 

ブランド名 メーカーの社名 

KIMONO 文珠庵（キモノモンジュアン） 中野産業(株) 

TY（ティーワイ） ★株式会社ホリホック 

★BANSAN（バンサン） ★有限会社ハラダ 

★proto（egg）product project（プロトエッグプロダクトプロジェクト）  樋口メリヤス工業(株) 

★rihei（リヘイ） 荘司(株) 

 

日本人造真珠硝子細貨工業組合 × デザイナー 

ブランド名 メーカーの社名 

★Cos+（コズ） 沼間真珠工業(株) 

★Chinon（シノン） 新興真珠(株) 

★Atelier Yuka（アトリエ ユカ） 井阪硝子製作所 

 

★旭化成アドバンス(株) × デザイナー 

★旭化成株式会社の繊維「ベンベルグ®」を使った生地を使用します。 

ブランド名 デザイナー名（または社名） 

iLicca（イリッカ） (株)ラ・コロール 

GUSTONBAR（グストンバール） 南方 一 

TOMARU．（トマル） 東丸 大範 

LAKE（レイク） 小泉 篤義 

 

帝人フロンティア(株) × デザイナー 

帝人フロンティア(株)の「ソロテックス®」を代表とする機能素材を使用します。 

ブランド名 デザイナー名 

★Yemao（イエマーオ） ★當山 怜奈 

★IKU（イク） ★中 育子 

★chai cocco chuchu（チャイコッコチュチュ） ★田之上 美里 

★rihei（リヘイ） ★rihei 

 

以上 



 

 
 

２０１７年８月２２日 
大阪スタイリングエキスポ実行委員会 

OSAKA STYLING EXPO 「FASHION」 プログラム概要  

開催日：２０１７年１１月２３日（木・祝） 
場 所：堂島リバーフォーラム（大阪市福島区福島１丁目１－１７） 
観覧料：無料 

 
※プログラムは変更になる可能性がございます。 
◆ステージプログラム（ファッションショー等） 

１３：００～ ファッションスクールコンテスト 
１４：３０～ ニューブランドコレクション 

コラボクリエイション（地場産業×デザイナー） 
１８：００～ クロージングセレモニー 

表彰式（ニューブランドコレクション人気投票、コンテスト） 
フィナーレ 

 
◆ブースプログラム（展示、体験等） 

ホールでの展示 
（ステージ周辺） 

コラボクリエイション（素材メーカー×デザイナー） 
ニューブランドコレクション 

ホワイエでの 
ブース出展 

コラボクリエイション（地場産業×デザイナー） 
その他、ファッションに関わるブースを予定（横振りミシン刺繍の実演、作品展示等） 

 

◆プログラム詳細 

１．ＦＡＳＨＩＯＮ ＳＣＨＯＯＬ ＣＯＮＴＥＳＴ （ファッションスクールコンテスト） 

ファッションデザインの教育機関の生徒を対象にしたデザインコンテストです。各校で選出された作品

をファッションショーで披露し、審査を行います。審査結果はファッションイベント最後のクロージン

グセレモニーにて発表します。 
 

２．ＮＥＷ ＢＲＡＮＤ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ （ニューブランドコレクション） 

次世代のファッションブランドによる合同ステージです。各ブランドの強みや世界観を凝縮した新作レ

ディースのファッションショーを行います。 
 

３．ＣＯＬＬＡＢＯ ＣＲＥＡＴＩＯＮ （コラボクリエイション） 

大阪のものづくり企業と次世代のファッションブランドが協業してファッション小物や衣服を制作し、

ファッションイベントで発表します。 

地場産業との協業プロジェクトでは、靴下やアクセサリーパール・硝子工芸の産地組合傘下のメーカー

の技術を活かしたファッション小物等をデザイナーが制作し、展示とファッションショーで発表します。 

素材メーカーとの協業プロジェクトでは、提供素材を活かした衣服等をデザイナーが制作し、展示しま

す。昨年参加の帝人フロンティア株式会社に加え、旭化成アドバンス株式会社が参加します。 

以上 

資料２ 



ランウェイ

ステージ

堂島リバーフォーラム

入り口

ホワイエ
展示スペース

OSAKA STYLING EXPO 「FASHION」

イベント会場イメージ

※変更の可能性があります。

受付
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ホール内
展示スペース

資料３

2017年8月22日
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