
 

 

 

 

 

記 者 配 布 資 料 

令和元年１１月１５日 

大阪経済記者クラブ会員各位 

 

あべのハルカス近鉄本店「大阪クリエイトフェア」(11/20～26開催) 

～さすが大阪、これぞ OSAKA!アイデア溢れるデザインがいっぱい～ 

 

【お問合せ先】 
大阪商工会議所 流通・サービス産業部(小林・青戸) 

  ＴＥＬ：０６－６９４４－６４９３ 

 

○ 大阪商工会議所は、１１月２０日（水）から１１月２６日（火）までの７日間、あべのハル

カス近鉄本店で「大阪クリエイトフェア」を開催する。大阪発のデザイン性が高いリビング

製品や服飾雑貨、大阪にゆかりのある食品などを一般消費者向けに出品・販売することで、

大阪らしいライフスタイルを発信し、関連事業者の販路開拓、企業成長を支援する。 

○ 本事業は今回で８回目の開催。大阪クリエイトフェアとしてあべのハルカス近鉄本店での開

催は４回目となる。「さすが大阪、これぞ OSAKA!アイデア溢れるデザインがいっぱい」をテ

ーマに、在阪の生活雑貨および食品を扱う製造業者・卸売業者・小売業者や大阪にゆかりの

あるプロダクトデザイナー・クリエイターを対象に出品者を公募したところ、５３者から応

募があり、厳正な審査を経て選出された２１者の製品が出品される。 

○ 出品・販売される商品は、豊富なバリエーションのベレー帽、伝統的な金具工法による美し

いジュエリー、大阪を代表する工芸品の切子のグラス、わらび餅とカステラが絶妙にハーモ

ニーした新しい和洋折衷のスイーツや現代風にアレンジした金平糖など、独自のストーリー

を潜ませた個性豊かなもの。 

 

＜取材要領＞ 

・取材ご希望の方は、上記「お問合せ先」（ＴＥＬ：０６－６９４４－６４９３）までご連絡

ください。 

 

以 上 

 

＜添付資料＞ 
資料１：第４回大阪クリエイトフェア 出品者および主な出品製品 

資料２：第４回大阪クリエイトフェア チラシ 

 



第４回大阪クリエイトフェア　出品者及び主な出品製品 資料１

企業名 会場での看板名 住所 出展者の業態や特徴 主な商品 主な出展・販売商品

1 マツダ紙工業株式会社 マツダ紙工業 東大阪市
段ボールケース・印刷紙器の製造販売。近年は段ボー
ル製家具など色々な製品開発・販売にも注力してい
る。創業以来、大阪で営む。

猫ハウス
段ボール製のとびばこ型のエコハウス
「とびばことんでミルにゃん」

2 平井木工挽物所 平井木工挽物所 大阪市生野区

伝統工法ロクロによる木工挽物業。万年筆・ボールペ
ンの銘木シリーズは、一本の木から各パーツを削って
いる。表が大阪に出て来て56年、その間ずっと、挽物
職人として作り続けている。

木製の文具
各種銘木（屋久杉や黒檀・紫檀）を一本一本
削って作った万年筆、ボールペン、鉛筆補助
軸。

3 ｍａｎｒｉ MaNRI 吹田市

働く女性の為の機能的で上質なバッグを使用者目線か
らデザインし、大阪で縫製。ビジネスバッグPROPは
2015年クラウドファンディングで目標額達成。CANONは
大阪製ブランド認定。2017年には大阪商品計画で
リュックLIONを商品化。

婦人用バッグ

6つのタテポケットで整理しやすい通勤用ショル
ダーバッグ「CANON」。ビジネスシーンに合う
「PROP」、リュック「LION」、L字型長財布、名刺
入れ。

4 イトー産商株式会社 enimUot 大阪市天王寺区
大阪の自社工場で、革小物を中心に企画、製作、販売
を行っている。

レザーグッズ
ワンランク上のお洒落で便利なビジネスレザー
グッズ。IDカードケース、カードケース、靴ベラ
キーホルダー、キーケース、パスケース。

5 彫金工房オレイカルコス
彫金工房オレイカ
ルコス

大阪市阿倍野区
伝統技法や日本刀の金具装飾の表現を軸に、金・銀・
プラチナなどを使用し、シンプルな美しさを追及したジュ
エリーを一点一点手作りしている。

ジュエリー

一度は廃れたが、復古され海外でも注目の刀装
金具の技法「木目金」で生み出した相金リング
「雷雲」。古今シリーズのリング「凛」。創作ジュ
エリーシリーズのネックレス「えにし」。

6
切子ガラス工芸研究所　たく
み工房

大阪切子保存会 大阪市生野区

大阪で60年にわたり切子を製造。江戸でも薩摩でもな
い独自のカットを考案し、手みがきにこだわって製作。
また、大阪切子保存会を立ち上げ、継承につとめてい
る。

切子ガラス

切子ガラスの盃「あじろ」、お茶席で見た天井の
葦寄せ仕上げから着想を受け、他の伝統工芸
の味わいを取り入れたモダンな形は、大阪製ブ
ランドに認定。他に切子ガラスのタンブラー、ぐ
いのみ、ロックグラス、冷茶グラスなど。

7 自由工房 自由工房 大阪市平野区

切子とサンドブラスト彫刻により作成する硝子彫刻。大
阪府寝屋川市生まれの代表が、ガラス彫刻家として１９
年の経験を持つ。古くから鏡の町として栄えた大阪市
平野区に工房を構えている。

食器・アクセサリー
など

切子とサンドブラスト彫刻により作成した、ぐい
呑み、ロックグラス、ペンダント、万華鏡、タイル
飾り。

8 株式会社サニー CASSAROS 大阪市阿倍野区

機能性とカラーデザインにこだわったオリジナルステー
ショナリーを企画・製造・販売。母体会社であるマルニ
㈱で培った技術と日本製品質にプライドとこだわりを
持ったモノづくりの会社。

バッグ、ペンケース
など

2種類のIC乗車カードの干渉ｴﾗーを防止し、快
適に使用できるIC・IDカードケース。インナー
バック。ファイルノートカバー。ペンケース。名刺
ケース。ビジネスでもプライベートでも使いやす
い、カラーバリエーションの豊かな品揃え。

9 サンワード株式会社 サンワード 大阪市天王寺区
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。本社にはサンプル職人を抱えお客様
のご要望に迅速かつ的確に対応。

バッグ等

規格外となり産業廃棄物となった消防用ホース
を使用した、バックパック、トートバック、ウォレッ
ト。同素材のハンドルブックカバーは「大阪製ブ
ランド」の認定商品。「毎日が楽しくなるポーチ」
をコンセプトに展開される約500柄デザインの転
写プリントをした、ぺちゃんこポ－チ。

10 株式会社ヨシダ giocare 大阪市東成区

日本で唯一、自社染めから一貫生産している帽子工
場。阿蘇山系の地下水で染色したウール100％のフラミ
ンゴバスクベレーを始めとした国産帽子の製造をしてい
る。会長が丁稚奉公の時から大阪で商売を続けてい
る。

帽子

羊毛作家いっこの実とコラボした鮮やかな色合
いのキャラクターが映えるベレー。アンゴラ70％
使用した自社で製品染めし毛出ししたふわふわ
のアンゴラベレー。阿蘇山系の地下水で染色し
天日干した、シワ、型崩れしにくいウールベ
レー。



第４回大阪クリエイトフェア　出品者及び主な出品製品 資料１

企業名 会場での看板名 住所 出展者の業態や特徴 主な商品 主な出展・販売商品

11 金野タオル株式会社 金野タオル 泉佐野市

泉佐野で創業80年のタオルメーカー。百貨店の商品を
取り扱い、世界最新鋭の設備と技術力で髙い品質を誇
る。雑貨デザイナーと組み雑貨関係の商品も。海外に
も出荷している。日本のタオル発祥の地、泉佐野市でタ
オルを作り続けている。大阪府の繊維産業発展のた
め、大阪府の取組みにも積極的に参加している。

タオル製品
バレエ・キャラクター・動物柄・ビジネス用などの
バスタオル・フェイスタオル・タオルハンカチ、タ
オルマフラーなど。

12 株式会社三陽鉄工所 esu（三陽鉄工所） 大阪市住之江区

金属加工業。板金製作部門の電気機械板金、精密板
金製作は当社の基盤となっている。イベント・アミューズ
メント施設部門としてはアメニティを創造する、新しい分
野に挑戦している。

ステンレスバック

金属と生地が融合した画期的なバッグ。コンセ
プトは「おどろかせる」。完全ハンドメイド商品で
メイドインジャパン。リュックタイプ、手提げタイプ
などあり。

13 家具工房ラフト 家具工房ラフト 和泉市
無垢の木を使って、オーダーメイドの家具を製作・販
売。また、端材を使って作るカラフルなアクセサリーは、
色々な所でご好評を頂いています。

家具・アクセサリー
など

端材を使ったヘアゴムは、1つずつ柄が違う。端
材を使ったピアス、イヤリングは、木なので、見
た目のボリュームより軽い。無垢のダイニング
テーブルは、椅子をひっかけることができるの
で、自動掃除ロボを使うのに最適。シンプルな
無垢の椅子、座面は木とクッションが選べる。

14 株式会社シャレールヤハタ Cyalel Yahata 大阪市平野区

袋物・ポーチ・がま口・ステーショナリー等のオリジナル
ブランド「Cyanel　Yahata」の企画製造販売、webショッ
プの運営とイベント販売、OEM等、国内生産で丁寧に
作られた商品は、幅広い年代の方に好評です。

がま口

珍しいBOX型のミラー付がま口。日本製の口金
を使用し、開け易い仕様です。がばっと開くの
で、アイテムも取り出しやすく、ミラーは角度も変
えられ、お化粧直しにもピッタリです。親子がま
口ミニ財布。がま口ペンケース。がま口印かん
ケース。

15 みどり製菓株式会社 みどり製菓 大阪市東住吉区

大阪市東住吉区で、創業60周年の老舗の半生菓子
メーカー。大阪の企業として近年「大阪産」を使用した
商品づくりを積極的に行い、認定商品は、4商品にのぼ
る。

カステラ・わらび餅

大阪銘菓みすたぁわらかす、富田林産の卵（大
阪府）を使用したカステラと黒蜜のわらび餅の
「和洋折衷スイーツ」。大阪いちじくタルト、羽曵
野産のいちじくを皮ごとに乳酸菌を発酵させた
甘酸っぱいぜリーを甘露煮のタルト。大阪いちじ
くレアチーズ。墨よし。

16 POINT VIRGULE MANIA MARKET 寝屋川市

マロニエファッションデザイン専門学校在学中に企画し
たブランド。在学中からアーバンリサーチとの取引が決
まっていて、京都や滋賀の店でも常設販売がある。
YKKともコラボレーション。

ポーチ、ソックス

三角型ポーチで折りたたんでカバンに収納、もし
くは立体的にして収納可能。S,M,Lサイズとカ
ラーや素材のバリエーションがある「テントポー
チ」。夏は1枚で涼しく冬は重ねてオシャレな「シ
アーソックス」。

17 株式会社ウエノ UENO TOWEL 泉南市
泉州タオル製品の企画製造販売を行う。タオルメー
カーとして特殊な糸を使用するなど日々新たなモノづく
りにチャレンジしている。現在の地で創業53年目。

タオル製品

日本の和をイメージしやわらかくしなやかな風合
いに仕上げた「泉州こだわりタオル」。特殊な撚
糸がたくさんの空気を溜め込みやわらかな風合
い・ボリューム・吸水性を生む。在庫は常時あり
必要数に応じて供給可能。フェイスタオル・ビッ
クフェイスタオル・バスタオルあり。

18 株式会社佐々木製菓 佐々木製菓 大阪市生野区

金平糖、チョコレート菓子製造会社。90周年を迎え、金
平堂（新ブランド）立ち上げ予定。
代表者は大阪出身。企業も大阪で90年目。金平糖製
造器具は大阪で量産された。大阪産取得製品有り。

金平糖 金平堂は、抹茶・ほうじ茶といった味の金平糖。



第４回大阪クリエイトフェア　出品者及び主な出品製品 資料１

企業名 会場での看板名 住所 出展者の業態や特徴 主な商品 主な出展・販売商品

19 株式会社サンパック サンパック 吹田市

企画開発から製造・販売までを一貫して行う樹脂成型
メーカーで、こだわりのものづくりを行っている。フットグ
ルーマーグランは、メディアでも話題となり、シリーズ累
計売上60万個を突破。

ブラシ・ボディロー
ラー

フットグルーマーグランは、お風呂で足を洗うだ
けでなく、マッサージ効果のあるブラシ。“足裏
磨き”という新習慣を提案。2017年ビジネスベス
トセレクション受賞。ほんのりとした温かさで使
用するボディローラー。お休み前に使うと心地良
い眠りが得られる。

20 有限会社ルネセイコウ ルネセイコウ 八尾市
独自の視点でオリジナル家具類を開発製造。海外への
輸出も多い。

椅子

ツインチェアは、スイング機能で前・横・後向き
と、様々な座り方で多用途リラックス。座ユー
は、スイング機能を用いた新型の座椅子。ツイ
ストツールラフレシアシリーズ・ツイストツールラ
フレシアKモーションなど。

21 株式会社岸和田南宗 岸和田 南宗 岸和田市

糀・味噌の醸造業、慶応3年創業、昭和25年　南宗味噌
株式会社を設立以来、150年一環して昔ながらの無添
加で安心・安全な商品造りを目標とし、原材料全てにこ
だわりを持って、国産品使用。平成24年頃から地産地
済の商品作りに独立した会社。

人参ジュース、味
噌

彩誉人参ジュース：岸和田発彩誉人参は鮮や
かな濃紅食で人参特有のにおいや味を一変さ
せたプレミアム人参。糖度が増す冬季に収穫さ
れた新鮮な人参をそのまま、国産のレモンだけ
でP/Hを整え、爽やかな味に仕上げた無添加
ジュース。



フットマッサージャーで足元からポカポカと暖かくヘルスケア。
フットグルーマーグラン 9,130円

サンパック

高密度で織り上げた
ほどよい厚みの
パイル地ハンカチ。

家具の端材で作った、無垢の木のアクセサリー。

金野タオル

ダンボールでつくる名刺入れ・財布
ワークショップ開催。

①

全工程一貫生産だからできる
豊富なバリエーションと
自由な発想のデザインが魅力。
①いっこの実 ベレー帽 22,000円
②アンゴラ混 ベレー帽 9,350円

giocare

ステンレスパンチングを板金で成型し、
革などの異素材と組合せて。
①ステンレスパンチング 
ハンドバッグ 
特別価格 13,750円
②ステンレスパンチング 
リュック 
特別価格 21,450円

esu（三陽鉄工所）

金工の伝統技法や日本刀の
金具装飾の表現を使い、
シンプルな美しさを追求。

①指輪「凛」
純銀 47,300円

②ペンダント「柾」
純銀・赤銅 44,000円

金工の伝統技法や日本刀の
金具装飾の表現を使い、
シンプルな美しさを追求。

①指輪「凛」
純銀 47,300円

②ペンダント「柾」
純銀・赤銅 44,000円

金工の伝統技法や日本刀の
金具装飾の表現を使い、
シンプルな美しさを追求。

①指輪「凛」
純銀 47,300円

②ペンダント「柾」
純銀・赤銅 44,000円

彫金工房
オレイカルコス

①

①
①

②

②

使いやすくて
ポップでかわいい。
ありそうで
なかったポーチ。
テントポーチ
①2,750円
②2,090円
③1,760円
④1,650円

MANIA 
MARKET ①

②

③

④

②

②

ワクワクさせるデザイン、とびきりのアイデア。使い心地にも大満足！

第4回

◎11月20日（水）→26日（火） ◎ウイング館9階催会場 午前10時～午後8時 ※最終日は午後5時で閉場。
大阪以外の地域で生産された商品および

大阪以外の原材料を使用した商品もございます。主催/

体の動きに合わせて
座面が全方位にスイング。
長時間の作業も楽に。
ツイストスツール 
ラフレシア
特別価格 20,000円
※受注生産のため、お渡しまで
約10日頂戴いたします。

ルネセイコウ

高密度で織り上げた
ほどよい厚みの
パイル地ハンカチ。

◎11月23日（土・祝）・24日（日）
各日午前11時～、午後２時～、
午後４時～（約90分）

◎受付期間：11月13日（水）から各回開催の前日まで。
電話（06）6624-1111（代表）

◎定員：各回４名さま
◎参加費（材料費込）
①名刺入れ 2,750円
②財布 6,600円

〈マツダ紙工業〉

ご予約受付もいたします。

イニシャル ルルベ 
タオルハンカチ 
各550円

家具工房ラフト

①ブローチ 1,980円 ②イヤリング 4,950円

①

②

空気をたくさんため込む
特殊な撚糸を使用している
からふわっふわ。

UENO TOWEL

泉州美人 
フェイスタオル 
各1,100円

※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。



◎11月20日（水）→26日（火） ◎ウイング館9階催会場 午前10時～午後8時 ※最終日は午後5時で閉場。
主催/ 大阪以外の地域で生産された商品および大阪以外の原材料を使用した商品もございます。

①あま糀 ②もも糀 各810円

岸和田 南宗

万年筆 鹿の角
41,800円

平井木工挽物所
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CASSAROS

enimUot

創業90年を記念して
作られた金平糖の新ブランド。
香料・合成着色料不使用です。
金平堂
①ミックス ②ほうじ茶 
③抹茶 各15g 各389円

佐々木製菓

大阪銘菓みすたぁわらかす 6個入 972円、10個入 1,620円

ＭａＮＲＩ

第4回

盃 「あじろ」 ①青 22,000円 ②アンバー・③赤 各24,200円

自由工房

クリスタルロックグラス 「ザトウクジラ」 
13,200円 ※無料で名入れいたします。

機能と個性が両立、
お好みでカラーをカスタマイズして。

手磨きにこだわって時間をかけて作られる
切子のグラス。

可愛さとカッコ良さが合わさった、見た人が
思わず笑顔になるサンドブラスト＆切子のガラス。

日本鹿の角を使用し、一点ごとに違った
表情を見せる万年筆。

毎日が楽しくなるような、
お洒落で便利な
革小物を制作。

麹を知りつくしたお味噌屋さんのあま糀。
ヨーグルトのようなとろみとなめらかな舌ざわり。

セパレートIDケース 
各4,180円
マグリール
各1,320円
IDケース
ストラップ
各825円

わらび餅とカステラの絶妙なハーモニーが
新しい和洋折衷スイーツ。

がま口ミラー付 BOXポーチ 各4,840円

花柄を中心とした大人かわいい
がま口ポーチなどが揃います。Cyalel Yahata 

みどり製菓

大阪切子保存会

①キーケース 4,180円
②くつベラキーホルダー 
2,200円

「働く女性のための機能的でカッコいい
バッグがほしい」という思いから生まれた
バッグブランド。
リュック LION AL
各66,000円サンワード

コンパクトな見た目なのに
大容量のバックパック。
規格外品のため、
処分される予定だった
消防用ホースを
リユースしています。
バックパック
15,400円




