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平成 25年 10月 22日 

大阪経済記者クラブ会員各位 

（同時提供：大阪府政記者会、大阪市政記者クラブ、大阪繊維記者クラブ） 
 

 「OSAKA STYLING EXPO 2013  

当日取材要領について 
～FASHION部門はファッションショー、LIVING部門はリビング用品の展示販売会を開催～ 
 

＜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（中村・伊藤・高橋） 
 

○ 大阪スタイリングエキスポ実行委員会（会長＝外海達・大阪商工会議所 繊維部会長）は、

「OSAKA STYLING EXPO 2013」の「FASHION部門」「LIVING部門」それぞれのイベントを

11月に開催する。大阪らしいライフスタイルの発信を通じ、大阪の賑わい創出と、ファ

ッション・ライフスタイル関連産業の振興に貢献しようとするもの。 

OSAKA  STYLING  EXPO  2013 

部門 日時 場所 内容 
FASHION部門 11月8日(金) 

9日(土) 
グランフロント大阪 北館１階  

ナレッジプラザ 

（大阪市北区大深町） 

ファッションショー 

LIVING部門 11月6日(水) 
～12日(火) 

高島屋大阪店７階催会場 

（大阪市中央区難波） 
リビング用品の 
展示販売会 

 

FASHION部門 
○ 「OSAKA STYLING EXPO 2013 FASHION」は、11月８日（金）・９日（土）にグランフロン

ト大阪で開催する。観覧無料。①在阪アパレルメーカー（11社 12ブランド）と②大阪

にゆかりのある新進・独立系ブランド（10社 10ブランド）によるファッションショー、

③ファッションデザインを学ぶ学生の作品コンテスト（６校 30作品）の３プログラム。 

○ ①在阪アパレルメーカー、②新進・独立系ブランドは、2014年春夏の新作商品をショー

形式でバイヤーや、大人の女性を中心とする一般消費者にＰＲ。在阪アパレルメーカー

が合同ファッションショーを開催するのは今回が初めて。近年、若者を中心に今シーズ

ンの流行スタイルを披露するリアルクローズのファッションイベントが隆盛だが、今回

はバイヤーに一般消費者の嗜好を情報提供する狙いで、来シーズン春夏物の新作を先取

りして披露する。 

○ 特に、②新進・独立系ブランドについては、消費者による人気投票を実施する。Web 投

票は 10月 28日（月）～11月８日（金）、会場投票は 11月８日（金）14時～９日（土）

15時まで。投票参加者には、抽選で景品をプレゼントする。 

○ また、③学生の作品コンテスト「OSAKA STYLING CONTEST」では、「OSAKA FUTURE」をテ

ーマに学生が制作した作品をショー形式で披露。審査員による審査が行われ、９日（土）

17時半に最優秀賞・優秀賞を発表する予定。 
 

 

＜オープニングセレモニー＞ 

【日程】11月８日（金）14時～15時 ※主催者挨拶、ダイジェストショー 

【場所】グランフロント大阪 北館１階 ナレッジプラザ（大阪市北区大深町） 

記者配布資料 
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＜クロージングセレモニー＞ 

【日程】11月９日（土）17時 30分～18時 30分 

    ※ダイジェストショー、「OSAKA STYLING CONTEST」審査結果発表・表彰式 

     新進・独立系ブランド人気投票結果発表 

【場所】グランフロント大阪 北館１階 ナレッジプラザ（大阪市北区大深町） 

 

＜取材要領＞ 

資料３ご参照 

 

LIVING部門 
○ 「OSAKA STYLING EXPO 2013 LIVING」は、11 月６日（水）～12 日（火）の７日間、髙

島屋大阪店７階催会場で開催。大阪らしいリビング用品を展示・販売する。 

○ 今年で４回目、髙島屋での開催は２回目となる。“OSAKAN VALUE”をテーマに、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・卸売業者・小売業者等を

対象に出展者を公募したところ 73社から応募があり、25社が選出された。応募数・出

展数とも前回を大きく上回る（前回は昨年５月に開催。応募 64社、出展 17社）。 

○ 本事業は、髙島屋大阪店とタイアップし、同店の催事「エエモン発見！ Best Buy 
OSAKA！」の一環として行うもの。営業時間は午前 10時～午後８時まで（最終日午後

５時まで）。入場無料。 

「エエモン発見! Best Buy OSAKA!」は、まだあまり知られていない大阪の魅力を「モノ・ヒト」

を通し紹介し、大阪パワーを再認識してもらおうとするもの。「OSAKA STYLING EXPO 2013 
LIVING」以外のプログラムとして、大阪の繊維産業の技術を結集させたストールの販売や、大

阪ならではのグルメ紹介などがある。 

 

＜取材要領＞ 

○ プレスオープンで、写真撮影も自由。 

○ ご取材にあたっては、催会場内の開催事務局員または髙島屋広報担当者に声掛けし、取

材中は各社の腕章を着用してください。 

 

 

＜添付資料＞ 

資料１：OSAKA STYLING EXPO 2013 FASHION チラシ 

資料２：OSAKA STYLING EXPO 2013 FASHION イベント概要    FASHION 部門 

資料３：OSAKA STYLING EXPO 2013 FASHION 取材要領 

資料４：OSAKA STYLING EXPO 2013 LIVING チラシ  

資料５：OSAKA STYLING EXPO 2013 LIVING イベント概要 
 

 

資料６：取材連絡票 

LIVING部門 
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OSAKA STYLING EXPO 2013 FASHION イベント概要 
 
１. 開催概要 

＜プログラム＞ 

11 月8 日（金） 

   14：00 オープニングセレモニー 

   15：30 在阪アパレルメーカー ファッションショー 

   17：00 新進・独立系ブランド ファッションショー 

   18：30 在阪アパレルメーカー ファッションショー 

11 月9 日（土） 

   11：00 OSAKA STYLING CONTEST（学生作品コンテスト） 

   13：00 在阪アパレルメーカー ファッションショー 

   14：30 新進・独立系ブランド ファッションショー 

   16：00 在阪アパレルメーカー ファッションショー 

   17：30 クロージングセレモニー 

＜場所＞  

グランフロント大阪 北館１階 ナレッジプラザ（大阪市北区大深町） 

    

２. 出展ブランド・コンテスト出場者所属校一覧 

① 在阪アパレルメーカー（企業名五十音順） 

企業名 出展ブランド 

㈱アグリ 
AGURI SAGIMORI（アグリ サギモリ） 

（http://www.agurisagimori.co.jp/） 

㈱イケガミ 
KATHARINE ROSS（キャサリンロス） 

（http://k-ross.net） 

㈱エターナリー・ブレイズ 
Eiko Kondo（エイコ・コンドウ） 

（http://eternallyblaze.jp/） 

㈱オッジ・インターナショナル 
TRE PINI（トレピニ） 、Oggi Club（オッジクラブ） 

（http://www.oggi-inter.co.jp/） 

小泉アパレル㈱ 
BATEAU MOUCHE（バトームーシュ） 

（http://www.ap.koizumi.co.jp） 

㈱サンウェル 
haupia（ハウピア） 

（http://www.sunwell.jp/haupia/） 

㈱ドリーム 
BEACH DREAM（ビーチドリーム） 

（http://www.dream-jpn.com） 

㈱ビキジャパン 
STUDIO PICONE（スタジオピッコーネ） 

（http://www.biki-japan.co.jp/contents/collection/s_picone.htm） 

マツオインターナショナル㈱ 
i+mu（イム） 

（http://www.matsuo-international.com） 

㈱ラピーヌ 
MISS J（ミスジェイ） 

（http://www.lapine.co.jp/） 

㈱ルールド 
Ultora（ウルトラ） 

（http://www.lourdes.co.jp/） 

資 料 ２ 
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② 新進・独立系ブランド（出展企業・出展者名五十音順） 

出展企業（出展者）名 出展ブランド 

㈱アンジェ・エ・カメレオン 
A・F（エー エフ） 

（http://angefatal.com/） 

㈱X-stylielab 
X-lienoid（エクスリアノイド） 

（http://www.x-lienoid.com/） 

小河 真奈 
May（メイ） 

（http://may-scene.blogspot.jp/） 

川島 信徹 
NOBUAKI KAWASHIMA（ノブアキ カワシマ） 

（http://www.nobuakikawashima.com/） 

辻 竜一 
LONG by Ryuichi TSUJI（ロング バイ リュウイチツジ） 

（http://long2008.web.fc2.com/LONG/LONG_by_Ryuichi_TSUJI.html） 

TALKCITY CLOTHING 
TAKU（タク） 

（http://www.takutalk.com/#!home/mainPage） 

㈱トランスタイル 
T.T.WOO（ティーティーウー） 

（http://ttwoo.net/） 

㈱パックエース 
Adonisis（アドニシス） 

（http://www.adonisis.com/） 

東 哲平 
R.B.T（アールビーティ） 

（http://rbtxco.com/） 

Vero Grazia 
Vero Grazia（ベロ グラッツィア） 

（http://www.vero-grazia.com/） 

 

③「OSAKA STYLING CONTEST」出場者の所属校一覧（学校名五十音順） 

学校法人上田学園 上田安子服飾専門学校 

（http://www.ucf.jp/） 

エスモードジャポン 大阪校 

（http://www.esmodjapon.co.jp/） 

学校法人・専門学校 大阪文化服装学院 

（http://www.osaka-bunka.com） 

学校法人・専門学校 大阪モード学園 

（http://www.mode.ac.jp/） 

学校法人大手前学園 大手前短期大学 

（http://www.otemae.ac.jp/tandai/） 

マロニエファッションデザイン専門学校 

（http://www.maronie.ac.jp） 
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３. 人気投票 

○ 新進・独立系ブランドの出展商品について、人気投票を実施する。投票に参加すると抽

選で景品をプレゼントする。 

＜投票期間＞ 

① Web 投票 10 月28 日（月）～11 月8 日（金） 

 公式ホームページ上で投票を実施する。http://www.osakastyling.jp/ 

② イベント会場での投票 11 月8 日（金）14 時～9 日（土）15 時まで 

  ＜結果発表＞ 

· 11 月9 日（土）17：30 からの「クロージングセレモニー」にて結果を発表する。 

 

４. ブース出展 

○ 会場内に展示ブースを設置。ショー出展企業のブランド情報などのほか、業界団体の情

報やサンプル品なども展示する。 

＜出展団体＞ 

· 大阪靴下工業協同組合 

· 大阪ニットファッション協同組合 

· 大阪ハンドバッグ協同組合 

· 協同組合関西ファッション連合 

· 協同組合西日本帽子協会 

 

５. 主催 

 大阪スタイリングエキスポ実行委員会 

（構成：大阪商工会議所、㈶大阪デザインセンター、大阪市、(公財)関西・大阪 21 世紀

協会、（一社）関西経済同友会など） 

 

６. 協賛 

 伊藤忠商事㈱、協同組合関西ファッション連合、京阪電気鉄道㈱、帝人フロンティア㈱ 

大阪ガス㈱、保木㈱、(一社)テキスタイル倶楽部、丸紅㈱、大阪ニットファッション協同組

合、大同生命保険㈱、辰野㈱、丸松㈱、シャープ㈱、大和ハウス工業㈱、㈱大阪マーチャン

ダイズ・マート、(一財)日本繊維製品品質技術センター、日立造船㈱、江綿㈱、近畿日本鉄

道㈱、サントリーホールディングス㈱、東洋紡㈱、南海電気鉄道㈱、阪急電鉄㈱、阪神電気

鉄道㈱、丸十服装㈱、がんこフードサービス㈱、北原㈱、㈱サクラクレパス、ダイワボウホ

ールディングス㈱ 、㈱タムラ、㈱理喜 

 

以 上 

 



OSAKA STYLING EXPO 2013 FASHION 

取材要領 

１．当日受付 

 ○ OSAKA STYLING EXPO 2013は、グランフロント大阪1階 ナレッジプラザ（大阪市北区大深町３－１）で開催します。 

 ○ ファッションショーの受付は実施４回ごとにその都度受付いたします。 

  １１月８日  オープニングセレモニー １３:００、在阪アパレル １５:００／１８:００、新進 １６:３０ 

      ９日  コンテスト（ノミネート作品のショー） １０:００、在阪アパレル １２:３０／１５:３０、新進 １４:００、 

           クロージングセレモニー＆コンテスト／人気投票 結果発表 １６:３０ 

 ○ 取材をご希望の方は事前に主催者までご連絡下さい。 

 ○ 会場には記者受付を設け、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下さい。 

  

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下さい。 

 ○ プレス席をご用意しております。 プレス席エリア内は、自由席になっております。（別紙「会場図面」ご参照） 

 ○ 撮影場所は１階イベントスペース内にてお願致します。上階やビル内他のスペースでの撮影は御遠慮下さい。 

   なお主催者の公式スタッフによる記録撮影は、撮影エリア以外でも撮影致しますがご了承ください。 

 ○ 周辺テナント及びテナントへの来店者の映り込みが無い様に御配慮下さい。 

 ○ 来賓、ゲスト等への会場内での取材はご遠慮願います。 

 ○ 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致します。 

   公開区画の為、機材等の設置は整然とお願い致します。 

 ○ 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下さいますようお願いいたします。 

 ○ その他ご不明の点は受付のプレス担当者までお問合せ下さい。 

Time 8日（金） 

14:00 オープニングセレモニー 

在阪アパレル、新進・独立系 

ダイジェストショー 

15:30 企業ブランドショー 

Aguri Sagimori、Ultora、BEACH DREAM、 

STUDIO PICONE、BATEAU MOUCHE、Oggi、TRE PINI 

17:00 新進・独立系ブランドショー 

18:30 企業ブランドショー 

Eiko Kondo、i+mu、KATHARINE ROSS、haupia、 

MISS J 

Time 9日（土） 

11:00 コンテスト（学生） ノミネート作品ショー 

13:00 企業ブランドショー 

Eiko Kondo、i+mu、KATHARINE ROSS、haupia、 

MISS J 

14:30 新進・独立系ブランドショー 

16:00 企業ブランドショー 

Aguri Sagimori、Ultora、BEACH DREAM、 

STUDIO PICONE、BATEAU MOUCHE、Oggi、TRE PINI 

17:30 クロージングセレモニー 

コンテスト発表・表彰式 

在阪アパレルダイジェストショー 

新進・独立系ショー、人気投票結果発表 

資料３ 



ランウェイ ステージ 

Mercedes-Benz Connection 

TULLY’S 

COFFE 

A/X ARMANI EXCHANGE 

CAFÉ LAB. 

グランフロント大阪 南館 

JR大阪駅 

展示スペース 

カメラ台 

イベントスペース 

撮影エリア 

（プラザ内 

 展示スペース＆ショーステージ） 

グランフロント大阪  

インターコンチネンタルホテル 

OSAKA STYLING EXPO 2013 FASHION 

会場レイアウト 

※以後、変更の可能性はございます。 



ランウェイ ステージ 

Mercedes-Benz Connection 

TULLY’S 

COFFE 

A/X ARMANI EXCHANGE 

CAFÉ LAB. 

グランフロント大阪 南館 

JR大阪駅 

展示スペース 

カメラ台 

イベントスペース 

撮影エリア 

（プラザ内 

 展示スペース＆ショーステージ） 

グランフロント大阪  

インターコンチネンタルホテル 

OSAKA STYLING EXPO 2013 FASHION 

会場レイアウト 

※以後、変更の可能性はございます。 







 

OSAKA STYLING EXPO 2013 LIVING イベント概要 
 

 

日時 平成２５年１１月６日（水）～１２日（火）の７日間 

   午前１０時～午後８時（最終日は午後５時閉場） 

 

場所 髙島屋大阪店 ７階催会場（大阪市中央区難波５丁目１番５号） 

 

内容 デザインに優れたリビング分野の商品を展示・販売する。 

髙島屋大阪店の催事「エエモン発見！Best Buy OSAKA!」とタイアップして実施する。

募集テーマは“OSAKAN VALUE”。出展者数は２５社（前回は１７社が出展）。 

 

公募 大阪にゆかり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・

卸売業者・小売業者等を対象として、２０１３年７～８月に出展事業者を公募した。

その結果、７３社が応募（前回は６４社が応募）。 

 

審査 ７３社の応募の中から書類審査（１次）、現物審査（２次）の選考の結果、２５社が

出展することになった。（２５社のうち、新規は１５社） 

《審査委員》 

大阪市 経済戦略局  大阪新美術館建設準備室 主任学芸員 植木 啓子 氏 

株式会社髙島屋 販売６部部長（リビング・サービス営業）  野下 裕永 氏 

 

   
前回の開催風景（昨年５月・髙島屋大阪店） 

 

備考 小規模な事業者（プロダクトデザイナーなど）が優秀な商品を開発しても販売に苦労

しているのが現状。一方、小規模事業者が新規に百貨店と取引開始することは現実的

に難しい。本催事が小規模な事業者に百貨店での販売チャンスを提供する場となって

いる。また、プロダクトデザイナーなど商品企画に携わる担当者が店頭に立つことで、

直接、消費者の声を聞く機会でもある。 

 

資 料 ５ 



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 伊藤 行 
 （ＦＡＸ：０６－６９４４－６５６５） 
 

取材連絡票 

 
該当項目の□に ✔ をつけて下さい 
 

□「OSAKA  STYLING  EXPO  2013  LIVING 」を取材します。 

（11 月 6 日(水)～11 月 12 日(火) 於：高島屋大阪店 ７階催会場） 
 

□「OSAKA  STYLING  EXPO  2013  FASHION 」を取材します。 

（11 月 8 日(金)・9 日(土) 於：グランフロント大阪 北館 1 階 ナレッジプラザ） 
 
 
会社名                    ご 所 属                                  
 
 
ご芳名                    電話番号                    
 

以 上 
 
※リビング部門は、ご取材の日時はご自由ですが、初日もしくは会期前半にご取材頂ければ幸甚です。

また、会期が１週間に及びますので、事前に電話（大阪商工会議所：０６－６９４４－６４９３／高

島屋大阪店広報：０６－６６３１―５４９９）等にてご連絡頂ければ幸甚です。ご連絡頂いた場合は

資料を持って大阪商工会議所職員が待機させて頂きます。 
 
※ファッション部門（ファッションショー）の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下さい。（ご記入がなくても構いません。） 
１１月８日（金）  １１月９日（土） 

14:00 オープニングセレモニー  11:00 OSAKA STYLING CONTEST  
15:30 在阪ｱﾊﾟﾚﾙﾒｰｶｰ・ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ  13:00 在阪ｱﾊﾟﾚﾙﾒｰｶｰ・ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ  

17:00 新進・独立系ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ・ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ  14:00 ｽﾍﾟｼｬﾙ･ｹﾞｽﾄ･ﾄｰｸｼｮｰ(富岡佳子氏）  
18:30 在阪ｱﾊﾟﾚﾙﾒｰｶｰ・ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ  14:30 新進・独立系ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ・ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ  
   16:00 在阪ｱﾊﾟﾚﾙﾒｰｶｰ・ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ  
   17:30 クロージングセレモニー  

    ｱﾌﾀｰ・ﾊﾟｰﾃｨｰ(名刺交換会)  
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