
 

 

平成 29年 11月 17日 

 
報道関係者各位 

OSAKA STYLING EXPO  
「FASHION」「LIVING」両部門の開催および当日取材要領のご案内について 

 
＜お問合せ先＞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・松山） 
 

○ 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）は、OSAKA 

STYLING EXPOの「FASHION」「LIVING」を 11 月に開催します。いずれも来場・観覧無料。OSAKA STYLING 

EXPO は、ライフスタイル関連産業の振興を目的として 2010年から開催している事業です。 

部門 日時 場所 内容 

FASHION  11月 23日（木）12:00～19:00 堂島リバーフォーラム 
ブランドのファッショ

ンショーや展示 

LIVING  
11月 29日（水）～12月 5日（火） 

10:00～20:00（最終日は 17:00 まで） 

あべのハルカス近鉄本店 

ウイング館９階催事場 

大阪に関係するリビング

製品の展示・販売 

 

FASHION部門 

○ 大阪発の次世代ブランド等によるレディースの新作ファッションショーやファッションデザインを

学ぶ学生の作品コンテストなど、100スタイルを超える衣装や作品を披露します。 

○ 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 16 ブランド

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。出展される一部ブランドのスタイルを

対象とした一般消費者による人気投票を実施しており、クロージングセレモニーで上位のスタイル

を発表します。 

○ また、ファッションデザインの学生が参加するデザインコンテストも開催。４校から２０作品が選

出され、ファッションイベント当日にファッションショーと展示審査を行い、最優秀賞、優秀賞が決

定します。審査員は海外コレクションでも活躍する「ロギーケイ」の興梠仁氏のほか、業界紙の専門

家を招聘します。 

○ 今回は特別ステージとして、大阪で誕生し、本年で２０周年を迎えるブランド「アーバンリサーチ」

によるファッションショーを行います。２０周年に掲げるテーマは“ＲＥＢＯＲＮ”。会場内では同

ブランドの記念グッズの販売会も実施します。 

 

＜FASHION部門 クロージングセレモニー＞ 11月 23日（木）18:30～19:00頃 
※人気投票結果発表、学生コンテスト審査結果発表・表彰式、ダイジェストショーなど。 

＜FASHION部門 取材要領＞ 

※取材をご希望の方は、11月 22日（水）15:00までにご連絡ください（取材要領ご参照）。  

記者配布資料 



LIVING部門 
○ 株式会社近鉄百貨店とタイアップし、あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４

３）の催事「大阪クリエイトフェア」の一環として、同店ウイング館９階催事場で開催します。 

○ 同イベントは今回で８回目、株式会社近鉄百貨店とのタイアップ開催は２回目。「大阪人の価値観に

調和した、優れたデザインや新しいライフスタイルの提案で毎日の生活を彩る製品」をテーマに、大

阪にゆかりのあるプロダクトデザイナー・クリエイターや、大阪の生活雑貨製造業者等を対象に出品

者を公募し、６７社の応募の中から厳正な審査を経て選出された１８社が出品することとなりました。 

○ 出品・販売される商品は、しずくのカタチがユーモラスな吸収性の高いスポンジをはじめ、家具職人

が作る気密性の高い桐製の米びつ、工場にある部品に新たにデザインを加えて作ったお香立て、淀川

のヨシ紙や枚方・穂谷の竹紙などで作ったクリスマスツリー、機能性・デザイン性を考慮し正しい姿

勢を習慣づけるクッション、家具をつくる過程で出てくる端材などを活かしてつくられた無垢の木の

アクセサリーなど、独自のストーリーを潜ませた個性豊かなものが多数。 

○ 同催事エリアの一角に、優れた技術に裏打ちされた創造力に溢れる製品として大阪府に認証された

「大阪製ブランド認証製品」を集めたコーナーも初めて設置します。 

 

 

＜LIVING部門 取材要領＞ 

※事前のお問い合わせは、１頁目記載の「お問合せ先」までお寄せください。 

当日は、催会場内の開催事務局員か店員を通じて、株式会社近鉄百貨店 秘書広報部(広報担当)まで 

お問い合わせください。 

以 上 

 

＜添付資料＞ 

・OSAKA STYLING EXPO「FASHION」取材要領 

・OSAKA STYLING EXPO「FASHION」会場レイアウト 

・OSAKA STYLING EXPO「FASHION」ガイドブック 

・OSAKA STYLING EXPO「LIVING」出品者および主な出品・販売品 

・OSAKA STYLING EXPO「LIVING」チラシ（近鉄百貨店あべのハルカス近鉄本店チラシ） 

 



１．取材申込・当日受付

○ 取材をご希望の方は11月22日（水）１５時までに主催者までご連絡ください。

（下記にご記入の上FAX<06-6944-6565>をお送りください。）

○ ファッションショーの受付はプログラムごとにその都度行います。（プログラムは下記参照）

○ 会場受付にてプレスパスを発行します。受付では、ご本人確認のため、名刺または社員証等をご提示ください。

２．注意事項

○ プレスパス、自社腕章は必ず見える位置にお付けください。

○ 撮影場所は堂島リバーフォーラム ホワイエ・ホール内にてお願いします。

ホールの外のスペースでの撮影は御遠慮ください。

○ 周辺テナントやマンション、及びテナントへの来店者の映り込みが無い様に御配慮ください。

○ 来賓、ゲスト等への会場内での取材は事前に主催者にご連絡ください。

○ ワイヤレスの使用は固くお断りします。

また、持ち込まれる三脚・脚立等の脚はゴム・ブッシュ付きの物でお願いします。

○ 会場は電源がないため、電源はハンディーのバッテリーでお願いします。

○ 取材方法等につきましては、当日担当者の指示に従ってくださいますようお願いします。

○ その他ご不明の点は受付のプレス担当者までお問合せください。

■ご取材のプログラムがお決まりでしたら、ご希望を以下のスケジュールの右欄に ○印 をご記入頂きお知らせくだ
さい。（ご記入がなくても構いません。）

※他、ホワイエや会場内の各ブースではCOLLABORATIONや関連団体、協力企業の展示・販売、
ヘアアレンジの体験ブースなどがあります。

ステージプログラム

①
13:00～
13:45

FASHION SCHOOL CONTEST
学生コンテスト。ファッションショー形式にて公開審査（４校20作品が参加）

②
14:00～
16:15

NEW BRAND COLLECTION
次世代アパレルによるファッションショー
１.14:00～14:30 Atelier Ai、ironico、tatsuya tsukahara、LAKE、Atelier Yuka
２.14:45～15:15 ILicca＆TOFF CHAV、COLLINS’ STUDIO、ennhut、make.B、Coatl
３.15:30～16:15 KANECARON、RBTXCO、DOS DIOSAS、Kare/ME、MARENCO

③
17:00～
17:45

COLLABORATION
大阪の地場産業とファッションブランドのコラボレーション。
（合計８組のコラボレーションが実現し、制作したアイテムをファッションショーで紹介します。）

④
18:00～
18:20

SPECIAL STAGE
URBAN RESEARCH 20TH ANNIVERSARY SPECIAL STAGE

⑤
18:30～
19:00

CLOSING CEREMONY
FASHION SCHOOL CONTESTとスタイリング人気投票の結果を発表します。

To 大阪商工会議所 流通サービス産業部内 大阪スタイリングエキスポ実行委員会 高橋 行
（ＦＡＸ：０６－６９４４－６５６５）

OSAKA  STYLING  EXPO  「FASHION」 取材連絡票

貴 社 名 ..

取材者名 電話番号 .

OSAKA STYLING EXPO 「FASHION」 取材要領



ランウェイ

ステージ

カメラ台

※以後、変更の可能性はございます。

階段(2階へ）

堂島リバーフォーラム

入り口

展示スペース

受付

展示スペース

撮影エリア

（堂島リバーフォーラム内

展示スペース＆ショーステージ）

2階にもブースがあります

OSAKA STYLING EXPO 「FASHION」 会場レイアウト







OSAKA STYLING EXPO LIVING 出品者および主な出品・販売品

出品者名
（50音順）

会場での看板名 出品者の業態や特徴 住所 アイテム名 主な出品・販売品

1 アイオン株式会社 suuu
超吸水性素材の開発を60年以上続けてきた技術屋集
団。高い品質が要求されるハイテク分野で培った吸収
性や柔軟性を毎日の暮らしの中でも活かしたい。

大阪市中央区
超吸水多孔質
体オブジェ

超吸水機能を持つ日用品ブランド「suuu」。「超吸水多孔質体オブ
ジェ」は、しずくのカタチやいしのカタチがユーモラスな吸収性の
高いスポンジ。

2
株式会社アトリエＭ
ａｙ

アトリエＭａｙ
生れも育ちも大阪の代表者が、淀川・鵜殿のヨシ原のヨ
シ、枚方・穂谷の竹から生まれた紙を「紙の地産地消」
として企画デザインしている企業。

大阪府枚方市
和紙インテリア
アクセサリー

ヨシ、竹紙、楮（コウゾ）、それぞれの素材でつくった電池式のクリ
スマスツリー。ヨシ紙や竹紙を使用したLED照明、和紙ステーショ
ナリー、ヨシ石鹸なども。

3
株式会社ウエダ美
粧堂

ウエダ美粧堂
創業72年。化粧筆・化粧用具の製造・販売。自社独自
の製造方法を築き、日本で唯一の原毛輸入・加工会
社。

大阪府八尾市
（BISYODO）化
粧筆

柔らかな山羊の毛を贅沢に使って職人が仕上げたファンデーショ
ンブラシ（大阪製ブランド認証製品）。筆の洗い上がりが下ろし立
ての様になる自社開発の筆専用洗浄剤も。

4 家具工房ラフト 家具工房ラフト
無垢の木を使ってオーダーメイドやオリジナルの家具の
製作販売。端材を使ったアクセサリーなども。

大阪府和泉市
木製家具・アク
セサリー

大きな一枚板のテーブルや背もたれをスポークにしたチェアなど
の木製家具をはじめ、木の端材を使ったヘアゴム、ピアス・イヤリ
ングなどのアクセサリーまでデザイン性を駆使した製品。

5
金野タオル株式会
社

金野タオル
創業80年のタオルメーカー。世界最新鋭の設備と技術
力で高い品質を誇る。雑貨デザイナーと組んだ商品も。

大阪府泉佐野
市

タオル製品
表がガーゼ、裏が柔らかい無撚糸を使ったパイルの肌触りのよ
い可愛い柄のフェイスタオル・タオルハンカチなど。

6 株式会社サニー キャサロス
機能性デザインを重視した独自商品（文具）を企画及び
開発。生産の母体会社であるマルニ㈱で培った樹脂加
工・縫製技術を活かした商品作りが特長。

大阪市阿倍野
区

ステーショナ
リー

ビジネスシーンで自分らしさを表現しモーチベーションを上げられ
るファイルノートカバー、カラーセパレートIDカードケース、プラウ
ドケース、クリアファイルケース、名刺ケースなど。カラーバリエー
ション多数。

7
サンワード株式会
社

サンワード

国内に自社の縫製工場を持ち、カバン・袋物を中心に
OEM生産を営む企業。本社には社内にデザイナーと縫
製職人を抱える。代表者は大阪で生まれ育ち、大阪で
起業。

大阪市天王寺
区

ハンドルブック
カバー・バッグ

大阪製ブランド認証製品のハンドルブックカバー。消防用ホース
を使用したバッグ。障がい者施設で手作りした木製ボタンを使用
したトートバッグ、がま口ポーチなど。

8 株式会社シロクマ
タイムドメインス
ピーカー（シロクマ）

建築金物製造卸。京都の音響機器メーカー、タイムドメ
イン社とライセンス契約を結び、3Dモデリング及び金属
加工技術を生かして、音質とデザイン性にこだわったメ
イド・イン・大阪のオリジナルスピーカーを開発。

大阪市天王寺
区

スピーカーシス
テム

生演奏を聴いているかのような臨場感が味わえるスタイリッシュ
なデザインの円筒形スピーカー。軽量・コンパクトなので、持ち運
びも便利。アンプ内蔵の機種等もあり。

9
新日本カレンダー
株式会社

新日本カレンダー
大正１１年創業以来、カレンダーの製造販売でトップ
シェアを維持し、長年のノウハウにより新たな事業を創
出。近年は文具などでも人の暮らしに寄り添う。

大阪市東成区 カレンダー

その日ごとの「月のかたち」を大きくデザインした宙（そら）を見上
げたくなるカレンダー。月の満ち欠けや暦情報、その時期の美し
い日本の風景や旬の食材情報が綴られた日めくりカレンダーや
ノートになった日めくりカレンダーなども。

10
有限会社種村建具
木工所

TANEMOKU（種村
建具木工所)

大阪で創業60年。「伝統の木組の技術を現代に合う形
で残したい繋ぎたい」という思いから近年はオリジナル
ブランドの商品も製作。

大阪市平野区 木製インテリア

伝統の組子細工と現代のLEDを組み合わせた「光箱」。木組みと
和紙を組み合わせた「彩り障子」（大阪製ブランド認証製品）シ
リーズからは間仕切りになる商品など。大切なものを飾って頂く
「imadoco」シリーズなど。



出品者名
（50音順）

会場での看板名 出品者の業態や特徴 住所 アイテム名 主な出品・販売品

11 株式会社留河 泉州 留河
大正元年創業の桐タンスメーカー。近年は桐タンスで
培った技術と桐材の特長を活かした新たな製品も。

大阪府岸和田
市

総桐製米びつ
家具職が作る気密性の高い冷蔵庫用桐製米びつは、湿気や虫
からお米を守り、お米の旨みを守る製品。桐製のコーヒー豆入れ
や薬入れなども。

12
中辻金型工業株式
会社

中辻金型工業
プレス金型製造や金属加工などを得意とする企業。金
型屋として町工場で培ってきたノウハウとネットワークで
あらゆるものづくりにチャレンジ。

大阪府東大阪
市

お香立て

工場の技術を応用し、開発された商品を展開。ゆらりとゆれるお
香の煙と香りを楽しむことのできる他にはないお香立、ゆらり1/ｆ
を販売。その他にも金属で水面を写し取ったデザインの器や、一
輪の花/一茎の植物でも華やかに飾る、植物のためのジュエリー
も販売。

13 hana white hana white
生花小売りにとどまらず、ブライダルイベント飾花を得
意とする花屋。部屋のアクセントから特別な日の演出ま
で癒しと遊び心を提案。

大阪市平野区
ウォールフラ
ワーアート

磨き上げられた職人の技術を活かし、自社の工房でひとつひと
つ丁寧に作り上げた飾花・造花。ハンドメイドだからできるサイズ
展開。

14
株式会社ピーエー
エス

p!nto BEAUTY

長年にわたり体が不自由な方のオーダーメード製品を
製造販売。蓄積データを基に「p!nto」を開発。機能的な
のに快適で心地いい「座る」環境を可能にしたシリー
ズ。

大阪府箕面市
クッション・チェ
ア

正しい姿勢の習慣用クッション「p!nto」は背もたれある椅子に設
置可。子供の姿勢を育てる「p!nto School」。持ち運びが簡単な
「p!nto Air」。自動車専用、リビング用なども。

15
株式会社FACTORY
KURA

FACTORY KURA
服飾品の縫製加工業。企画立案から縫製加工、物流検
品、販売までを手掛ける。

大阪府泉南市 和手玉　をかし
「和手玉　をかし」は繊細な縫製技術で表現されたお手玉ブラン
ド。「遊べるインテリア」をコンセプトに和菓子をモチーフにした美
しいお手玉。

16 ｍａｎｒｉ MaNRI
女性が凛とするバッグのブランド。働く女性のための機
能的でシンプルなデザインの上質なバッグと革小物を
企画販売。

大阪府吹田市 バッグ

Ａ4の書類や雑誌がすっぽり入り、整理収納しやすく、スマートで
上質なバッグ「canon」（大阪製ブランド認証製品）。ジーンズから
着物まで合わせることができるバック「PROP」やL字型長財布
「HALU」など。

17
山本化学工業株式
会社

山本化学工業
特殊合成ゴム素材メーカー。その用途は幅広くウェット
スーツや水着、サポーター、医療機器、放射線防護服
など多岐にわたる。

大阪市生野区 バイオラバー

水の抵抗を最小限に抑えることができる競泳用水着「マーリン
マッハ」。水の抵抗が少ない理想的な姿勢を自然に身に付けるこ
とが出来る練習用水着「ゼロポジション」。ベルトで体をサポート
することできれいな姿勢を保つシェイプアップベルトや静脈血流
やリンパ液の流れを良くする弾性ストッキング（医療機器）も。

18
株式会社ロイヤル
ソフトセンター

スタジオ・ライフ・
アート

デザイン・DTP（Desktop publishing)、システム開発、デ
ジタル捺染の3事業で企画開発から製作までトータルに
事業展開。捺染事業は自社工場を持ち、こだわりのモノ
づくりが信条。

大阪府東大阪
市

ファッション＆イ
ンテリア

美しい転写染色によるファッション小物とインテリア商品。スカー
フとポケットチーフは超極薄シフォンできらめき感ある新素材。掛
軸タペストリーは和室・洋室でも合う和モダンスタイル。ご家族や
ペット写真などを生地にプリントし、ファブリックボードやクッション
カバーなどオーダーインテリアとしても。

以　上
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