
1 

 

 

平成 27年 10月 26日 

報道関係者 各位 
（大阪経済記者クラブ、大阪市政記者クラブ、大阪商工記者会、大阪繊維記者クラブ、紡績・化繊記者クラブ） 

 OSAKA STYLING EXPO  
FASHION 部門の当日取材要領と人気投票の受付開始について 

LIVING 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・野田） 
 

○ 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 部門」「LIVING 部門」を 11 月に開催します。いずれも来場・観覧無料。

「OSAKA STYLING EXPO」は、大阪発の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を目指すものです。 

部門 日時 場所 内容 

FASHION部門 
11月 2日（月）14:00～19:30 

3日（火・祝）11:00～19:00 

グランフロント大阪 

北館１階ナジッジプラザ 
ファッションショー 

LIVING部門 
11月 5日（木）～9日（月） 

10:00～20:00（最終日は 17:00 まで） 

髙島屋大阪店 

７階催事場 

大阪に関係するリビ

ング用品の展示販売 

  ※詳細は公式 HP  http://osakastyling.jp/ をご覧ください。  

FASHION部門 

○ 大阪のアパレル企業や新進・独立系ブランド等による 2016 年春夏レディースの新作ファッションシ

ョー、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。 

○ 本年は、新たに業界の垣根を越えたステージ「COLLABORATION」を実施。大阪の地場産業である人造

真珠 (※) 等の製造業者団体「日本人造真珠硝子細貨工業組合」とデザイナーとのコラボレーション

プロジェクトでは、同組合傘下のものづくり企業 7社とデザイナーがタッグを組み、素材を活かした

アクセサリーなどを制作して、ファッションショーで披露するほか、併設ブースでも展示します。 

※人造真珠…和泉市内には国内の人造真珠生産業者の７割が集中、シェアは８割に達する。そ

の技術は国内外のブランドから評価を受け、支持されている。 

○ また、ファッションショーに生演奏・ダンスを交えたプログラム「STAGE SHOW」も新設します。 

○ 新進・独立系ブランドによるステージ「NEWCOMER SELECTION」には 7 ブランドが参加。同プログラ

ムの代表スタイリングについては、消費者による人気投票を本日より実施します（該当衣装は資料２

写真一覧の通り）。受け付けは、Web投票が 11月 2日（火）まで、会場投票は 11月 2日（月）14:00

から 3 日（火）15:00 まで。最も得票数の多かったブランドは、クロージングセレモニーで発表し、

今年から新設された「大阪商工会議所会頭賞」を授与します。また、11 月 2 日（月）のステージで

は、ヘアサロンとのタイアップでブランドの世界観を演出します。 

○ 学生の作品コンテスト「CONTEST」では「CREATE MY STYLE」をテーマに制作された 5 校 25 作品が

ショー形式で披露されます。今年の審査員は雲雪氏（ファッションデザイナー）、小篠 ゆま氏（フ

ァッションデザイナー）など総勢５人。学生の創造力などを評価し、クロージングセレモニーで最優

秀賞・優秀賞を発表する予定です。 

記者配布資料 

http://osakastyling.jp/
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＜FASHION部門 オープニングセレモニー＞ 11月 2日（月）14:00～14:30頃 

※主催者挨拶、出展ブランド（学生作品を除く）のダイジェスト版ファッションショーなどを予定。 

＜FASHION部門 クロージングセレモニー＞ 11月 3日（火）18:00～19:00頃 
※ダイジェストショー、学生コンテスト審査結果発表・表彰式、新進・独立系ブランド人気投票結果発表など。 

＜FASHION部門 取材要領＞ 

※取材をご希望の方は、10月 30日（金）15:00までにご連絡ください（資料１ご参照）。 

 

LIVING部門 

○ 髙島屋大阪店とタイアップし、同百貨店の催事「エエモン発見！Best Buy OSAKA!」の一環として、

同百貨店 7 階催事場で開催します。 

○ 同イベントは今回で６回目、髙島屋とのタイアップ開催は４回目となります。「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プロダクト」をテーマに、

大阪に縁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展者を

募ったところ 56社から応募があり 16社が選出され出展することとなりました。 

○ 今回、出展する 16社のうち 8 社が初出展。オリンピックのメダリストが愛用する“世界最速の水着”

で世界的に有名な山本化学工業㈱（大阪市生野区）も初出展の１社。同社は、本イベントを含め百貨

店催事への出展・直接販売が初めてであり、『赤外線を出す素材を使用し、適度な圧力で血行を促進

するサポーター「メディカルバイオラバー」などを販売するとともに、水の抵抗をゼロに近づけた高

速水着「マーリン」の最新モデルなど展示するほか、11 月 8 日（日）の 13:00 および 15:00 には、

山本富造社長が「大阪から世界へ」と題したトークショーを催事場内で行います。同じく初出展の「螢

窯 吉見螢石」は、古墳時代に朝鮮半島から伝わり大阪府南部が主産地だったとされる「須恵器」を

大阪・泉州の土を使って焼き、「書」との融合を図った陶器や干支額などを展示販売します。 

＜LIVING部門 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

報担当者にお声掛け頂き、同社の腕章をご着用願います。事前取材ご希望の場合は、大阪商工会議所

担当者までご連絡ください。 

以 上 

 

＜添付資料＞ 

資料１：OSAKA STYLING EXPO FASHION 取材要領 

資料２：OSAKA STYLING EXPO FASHION 人気投票スタイリング写真一覧 

資料３：OSAKA STYLING EXPO LIVING 出展者リスト 

資料４：OSAKA STYLING EXPO FASHION チラシ 

資料５：OSAKA STYLING EXPO LIVING チラシ（髙島屋チラシ） 

 



OSAKA STYLING EXPO FASHION 

取材要領 

１．当日受付 

 ○ OSAKA STYLING EXPO 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プログラムごとにその都度受付いたします。（プログラムは下記参照） 

 ○ 取材をご希望の方は10月30日（金）１５時まで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。 

 ○ 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。 

資料１ 

イベントプログラム（出演ブランド） 
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11/2 (月) 11/3(火) 

14:00 オープニングセレモニー 
出展ブランドのダイジェストショーを予定 11:00 CONTEST 

大阪でファッションデザインを学ぶ学生の作品コンテスト 

15:00 
COLLABORATION 
日本人造真珠硝子細貨工業組合と、デザイナーのコラボ
レーション 

13:00 NEWCOMER  SELECTION 
大阪にゆかりのある新進・独立系ブランドによるショー 

16:00 NEWCOMER  SELECTION ※ 
大阪にゆかりのある新進・独立系ブランドによるショー 14:00 

COLLABORATION 
日本人造真珠硝子細貨工業組合と、デザイナーのコラボ
レーション 

17:00 STAGE SHOW （BriJune） 
衣装などの発表と生演奏、ダンスによるステージショー 15:00 STAGE SHOW （BriJune） 

衣装などの発表と生演奏、ダンスによるステージショー 

18:00 COLLECTION （Part1） 
大阪のアパレル企業のブランドによるショー 16:00 COLLECTION  （Part1） 

大阪のアパレル企業のブランドによるショー 

19:00 COLLECTION （Part2） 
大阪のアパレル企業のブランドによるショー 17:00 COLLECTION  （Part2） 

大阪のアパレル企業のブランドによるショー 

 ※NEWCOMER  SELECTION  
11/2のみ ヘアサロンとのコラボレーションを実施。 18:00 クロージングセレモニー 

表彰式、出展ブランドのダイジェストショーを予定 



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 FASHION 

会場レイアウト 

※以後、変更の可能性はございます。 

受付 
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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 青柳 行 
 （ＦＡＸ：０６－６９４４－６５６５） 
 

「OSAKA  STYLING  EXPO  FASHION」 
取材連絡票 

11 月 2 日(月)・3 日(火) 於：グランフロント大阪 北館 1 階 ナレッジプラザ 
 
 
貴 社 名                                                      
 
 
 
取材者名                     電話番号                     
 
 
 
■取材をご希望の方は、10 月 30 日（金）15 時までにご連絡ください。 
■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

下さい。（ご記入がなくても構いません。） 
■同じプログラム名のものは、１日目と２日目とで同内容です。 

11/2 (月) 11/3(火) 

14:00 オープニングセレモニー 
出展ブランドのダイジェストショーを予定 

 

11:00 
CONTEST 
大阪でファッションデザインを学ぶ学生の作

品コンテスト 

 

15:00 
COLLABORATION 
日本人造真珠硝子細貨工業組合と、デザイナー

のコラボレーション 

 

13:00 
NEWCOMER  SELECTION 
大阪にゆかりのある新進・独立系ブランドによ

るショー 

 

16:00 
NEWCOMER  SELECTION ※ 
大阪にゆかりのある新進・独立系ブランドによ

るショー 

 

14:00 
COLLABORATION 
日本人造真珠硝子細貨工業組合と、デザイナー

のコラボレーション 

 

17:00 
STAGE SHOW （BriJune） 

衣装などの発表と生演奏、ダンスによるステー

ジショー 

 

15:00 
STAGE SHOW （BriJune） 
衣装などの発表と生演奏、ダンスによるステー

ジショー 

 

18:00 COLLECTION （Part1） 
大阪のアパレル企業のブランドによるショー 

 
16:00 COLLECTION  （Part1） 

大阪のアパレル企業のブランドによるショー 
 

19:00 COLLECTION （Part2） 
大阪のアパレル企業のブランドによるショー 

 
17:00 COLLECTION  （Part2） 

大阪のアパレル企業のブランドによるショー 
 

 

※NEWCOMER  SELECTION  

11/2のみ ヘアサロンとのコラボレーションを実施。 
18:00 

クロージングセレモニー 
表彰式、出展ブランドのダイジェストショーを

予定 
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OSAKA STYLING EXPO 
NEWCOMER SELECTION 
新進・独立系ブランド 投票対象スタイリング 

Web投票受付期間：10月26日（月）～11月2日（月） 
会場投票受付期間：11月2日（月）14時～3日（火）15時 

資料２ 人気投票スタイリング写真一覧 

1 2 3 4 

5 6 7 4 

※どなたでもご投票いただけますので、皆様のご参加をお待ちしております。 
＜Webサイト＞ 
下記URL、又は「大阪スタイリングエキスポ」で検索し、トップページから投票ページへ 
http://www.smartcontest.jp/system/OSE2011/pc/?contest_pk=12 
モバイルは右記QRコードからもアクセス可能。 

http://www.smartcontest.jp/system/OSE2011/pc/?contest_pk=12


企業名（歴代） 業態や特徴 今回の主な出展・販売商品

自由工房
大阪市平野区平野東1-6-22     ※初出展

サンドブラストと切子をミックスした珍しいガラスを使った装飾ガラス制
作・販売。大阪で生まれ育ち大阪の企業に勤務。その後、大阪で開業
し20年。

切子とサンドブラストの合わせ技で作った江戸切子でも薩摩切子でもない大阪流切子のぐ
い呑み・万華鏡・ペンダント・各種図柄のグラス・各種オブジェなど（新美工芸展・大阪工芸
展などで入選）

東洋シール㈱　【紙の世界】
大阪市東成区大今里1-16-8　 　※初出展

創業55年の企業向けシール印刷業。個人向け紙製品ブランド「紙の世
界」は昨年立ち上げた新展開。「紙の世界」のものづくりはほぼ全て大
阪で行っている。

「紙を感じるノート」「キモチを届ける封筒」「キモチを伝える便箋」「旅メモ」「明日の扉ノー
ト」など、コミュニケーションシーンに応じた物語性豊かな文房具（専用ＥＣサイトやごく一部
の書店・ホテルでしか販売していない商品）

㈱京谷 【Lahella】
大阪市東住吉区杭全5-11-25

バッグ・財布などの革製品を企画製造販売。創業以来50年間、大
阪で縫製職人を育成しながら企画・製造全て大阪で行う。

イングランドの老舗ツィードメーカーＭＯＯＮ社の素材を使ったラヘラブランドのバッグ、
カード45枚とお札と小銭が収納できるマルチウォレットなど

㈱オノエ家具 【The ONOE FURNITURE】
大阪市西区南堀江3-3-8　　 　　※初出展

1924年（大正13年）大阪で創業以来、堀江の街・堀江で家具販売
一筋。業界の各会の会長や理事の就任歴も豊富。

デザイン・製造を全て大阪で行ったスツール（24年度大阪府「大阪製ブランド」認定）・ダイ
ニングテーブル・ソファ、大阪で職人が作り上げたガラス工芸品など

㈲ガリュー・プラネット【GARYU PLANET】
大阪市西区立売堀1-10-14　  　※初出展

裏地や頭回りのリボンなどにもこだわった遊び心一杯の大人のメンズ
帽子メーカー。代表者・デザイナーが大阪生まれの大阪育ち。製品も
殆どを大阪で製造。

たたんでバッグに入れてもちゃんと元通りになる中折れハット、珍しいスラブ織のウールを
使用しシンプルだが他にはない大人モデル、中心布にバイオリンの金属チャームを付けた
ヨーロッパ風ハットなど

サンワード㈱
大阪市天王寺区上本町6-9-14

社内にデザイナーと縫製職人を抱えるかばん・袋物メーカー。OEM生
産がメインだが自社ブランドも展開。大阪で創業し、社長も生粋の大阪
人。

規格外品となり産業廃棄物となった消防用ホースを大阪らしく有効活用した、耐久性・耐
水性の高い製品（バッグ・モバイルケース、財布等、26年度大阪府「大阪製ブランド」に認
定を受けたハンドルブックカバー）など

㈱シロクマ【ﾀｲﾑﾄﾞﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ(ｼﾛｸﾏ)】
大阪市天王寺区味原町3-7

大阪の地場産業、建築金物を生業する傍ら、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・製造。

ビル・ゲイツが「自宅の7000万円のオーディオより音が良い」と驚嘆したというタイムドメイン
スピーカーの理論を忠実に再現しスタイリッシュなデザインの円筒形スピーカー（円筒の上
がスピーカーになっており、そこから出た音が上から降ってくる感じ）

㈱CICHIARO【Por-ce（ぽるちぇ）】
大阪市中央区南船場4-13-8

軽量かつ機能美のある職人仕立てのバッグを製造販売。30年前に大
阪でバッグデザイナーとして修業を始め、10年前に大阪で起業。製品
は大阪で製造。

男女兼用トート（玉紐綴じ封筒をイメージ）、超軽量ソフトバッグ（風呂敷・折り紙をイメー
ジ）、Ｌ字長財布（イタリアから見た日本のイメージ）、エコバッグ（池田市のくすの木学園製
さおり織を使用）など

山本化学工業㈱
大阪市生野区中川5-13-11　　  ※初出展

特殊合成ゴム素材メーカー。常温で赤外線を放出する素材を製造し、
スポーツ向け、医療・健康機器等に利用されている。世界的に有名な
水着メーカーとしても有名。

血栓予防と心臓への負担を軽減するメディカルバイオラバー（弾性ストッキング）、水の抵
抗をゼロに近づけた高速水着「マーリン」の最新モデル（展示受注のみ）、赤外線を出す世
界唯一の素材を使ったベスト・ベルト・サポーターなど

㈱電子技販　【moeco】
吹田市豊津町62－8　　　　　   　※初出展

もともとは電子部品・プリント基板の設計・製造・販売業。おおさか地域
創造ファンド採択企業。新事業「Moeco」は基板用CADでデザインし電
子部品を実装した基板アート雑貨。

基板のプロが作る無電源でLEDが光る電子回路基板デザインのiphoneケース、基板CAD
でデザインし基板に電子部品をハンダ付けした名刺入れ（経済産業省クールジャパンプロ
ジェクト「The Wonder 500」認定）

河内木綿藍染保存会×松尾捺染
八尾市末広町1-10-10

松尾捺染は1926年（昭和元年）大阪船場で創業の染色加工業・製品
製造販売。河内木綿保存会は大阪府八尾市で河内木綿に関する伝
承及び復元事業を行う。

河内平野で江戸時代に隆盛を誇った河内木綿の復刻を目指したタペストリー・トートバッ
グ・アロハシャツ・ipadケースなど。さらしふきんは、24年度大阪府「大阪製ブランド」認定。

ZOO PROJECT×NobleK
大阪市中央区博労町1-2−4

ZOO　PROJECTは「せんば適塾」に集う繊維ものづくり企業が各社の
機能や技術を集めて「事業」を興すプロジェクト。NobleK はTakanobu
Kubo氏のファッションブランド。

「せんば適塾」をプラットホームに府内の企業、大学、専門学校が協働して作り上げた、
オーロラをモチーフとしたストール

匠㈲ 【かばん造りの匠】
東大阪市永和2-22-3

大正時代～戦前は水筒入れを製造。戦後、鞄造りにシフト。100年
来受け継いだ技で本革の鞄（一点もの）を少量生産。

和柄トートバッグ（メインは革だが内装やポイントに着物や帯の端材を使用）、Ａ４錠前鞄
（学生鞄風のレトロデザイン）、ダブルファスナーセカンドバッグ（中高年の黒や茶色一色の
鞄とは違う気軽に色選びができる）

MASAKAZU HORI DESIGN
堺市堺区向陵東町1-7-20

大阪出身・大阪芸大卒。アイルランドでの活動を経て現在は大阪で活
動するプロダクトデザイナー。自社工房・製造委託先ともに大阪。

棚柱製造時に発生する抜きカスを有効活用するなど大阪らしい合理性を意識してアップサ
イクルで作成したアクセサリー、日本らしいアイコンをデザインしたネックレス、本皮財布な
ど

螢窯　吉見螢石
泉南郡熊取町久保4-1302-1　　　※初出展

大阪南部に縁の深い「須恵器」を泉州の土を使い熊取町の窯で焼くこ
とで大阪の焼き物文化再興に注力。書家兼陶芸家として、陶と書を融
合させたオリジナル陶器を制作。

大阪出身の作家が大阪泉州の土を使用し熊取町の窯で焼いた「須恵器」の飾り額（干支・
漢詩・抽象等）、節句人形、食器など

金野タオル㈱
泉佐野市羽倉崎1-5-31      　　　※初出展

泉佐野で創業80年のタオルメーカー。世界最新鋭の設備と技術力で
髙い品質を誇る。10年程前から雑貨デザイナーと組み雑貨関係の商
品も。

雑貨プランナーが円谷プロ・手塚プロなどとコラボしたタオルハンカチ、泉州の地場産業の
捺染と顔料を二重プリントしたフェイスタオル、抗菌防臭の糸やＵＶカットの糸を織り込んだ
タオルなど
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