平成２８年１２月２６日
記者配布資料
大阪経済記者クラブ会員各位

「OSAKA

STYLING

EXPO」開催について

～「LIVING 部門」を、あべのハルカス近鉄本店で開催～
【お問合先】
大阪商工会議所

流通・サービス産業部 (松山・高橋)
ＴＥＬ ０６－６９４４－６４９３

○ 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）、事務局＝大阪商工会議所）は、大阪発のデザインに優れたリビング
用品等を展示・販売する「OSAKA STYLING EXPO」を、平成２９年１月１８日（水）から２
４日（火）までの７日間、あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３）
ウイング館４階第２催会場で開催する。
○ 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・卸
売業者・小売業者等を対象に出展者を公募したところ７８社から応募があり、厳正な審査を
経て選出された過去最多の２８社が出展。
○ 出展・販売される商品は、伝統の組子細工を用いた乾電池式 LED 照明器具をはじめ、大阪生
まれの手織り「さをり織り」でつくられたバッグ、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、蛍光染料不使用で刺激が少なく肌が弱い方にも安心な泉州タオル、
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、イン
テリアにもなじみ耐衝撃性にも優れたカラフルな踏み台など、独自のストーリーを潜ませた
個性豊かなものが多数。
○ 「OSAKA STYLING EXPO」は、ライフスタイル関連産業の振興や、若い才能あるクリエイタ
ー人材の発掘・育成等を目的として、平成２２年から開催している事業であり、「FASHION」
と「LIVING」の２つの部門で構成。今回開催するのは LIVING 部門。
○ 今回で７回目、あべのハルカス近鉄本店とのタイアップは今回がはじめて。同店の催事「大
阪クリエイトフェア」（ものづくりの街・大阪発の新しいデザイン、優れた機能・素材など
のアイデアが詰まった商品を販売する百貨店イベント）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。プレスオープン。
以 上
添付資料：「OSAKA

STYLING
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「OSAKA STYLING EXPO」（LIVING部門）出展者および主な出展・販売品
出展・販売者名
（50音順）

会場での看板名

1 ㈱アトリエＭａｙ

アトリエＭａｙ

2 宇仁繊維㈱

和KOMONO 小紋
工房

3 大阪錫器㈱

大阪錫器

4 家具工房ラフト

家具工房ラフト

5 Karma

Karma

6 サイバール㈱

CYBERL

7 ㈱サニー

CASSAROS

8 サンワード㈱

サンワード

9 自由工房

ガラス「自由工房」

10 ㈱シロクマ

11 ㈱親和

生まれも育ちも大阪の代表者が、淀川・鵜殿ヨシ原のヨ
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。
テキスタイルメーカーとして全て国内生産でジャパンクオ
リティにこだわり、日本でしかできないものづくりを追求。
ワンランク上質なオリジナル素材「二越ちりめん」を使用
した和KOMONOを展開。
江戸時代後期よりの流れをくむ錫器メーカーで国指定伝
統的工芸品大阪浪華錫器の製品販売を行う。伝統工芸
品にこだわらない錫器ブランド、トゥーシュアトゥーを展
開。
無垢の木を使ってオーダーメイドやオリジナルの家具を
製作販売。端材を使ったアクセサリーの製作販売も開
始。

住所

アイテム名

主な出展・販売商品

大阪府枚方市

和紙照明

淀川・鵜殿ヨシ原のヨシ紙を使った照明器具や紙関係商品。ヨシ
石鹸や、ヨシの箸とヨシ染めされた麻布箸袋なども。

大阪市中央区

和柄バッグ・雑 自然の草木を使ったしずくのような形の信玄袋、晴雨兼用で持ち
貨・傘
手に寒竹を使用したちりめん和傘など。

大阪市東住吉区 錫製品

ぱくさんの鞄

鋳型に鋳込みロクロで挽く、昔ながらの制作方法で一つひとつ丹
念に作られた、ぐい呑やタンブラー等の錫製品。漆とのコラボなど
多種多様。

アームチェア、スツール、デスクなどの木製家具をはじめ、木の端
木製家具・アク
材を使ったヘアゴムやパレッタ、イヤリングなどのアクセサリーま
セサリー
でデザイン性を駆使した製品。
2Wayで使えるスヌードマフラー及びNASAが開発した体温調整素
服飾雑貨の製造・輸入・卸・OEM生産。人気素材や機能
服飾雑貨・タン 材OUTLASTを使用したニット帽「Bello」、POPでスタイリッシュな
大阪市北区
性のある生地を使用。
ブラー
ソックス「MoxyMaus Socks」、保冷、保温ボトル「CORKCICLE」な
ど。
ネット通販をメインに5事業部に分かれて小売・卸売り中
タオルの産地泉州から、蛍光染料不使用で刺激が少なく肌の弱
タオル・メンズ雑
心に運営。タオル製品から生活雑貨、メンズファッション 大阪府泉佐野市
い方にも安心なフェイスタオルなど、ハイクオリティなアイテムを多
貨
小物まで幅広く取り扱う。
数用意。
機能性デザインを重視した独自商品を企画及び開発。
多彩な内ポケットやカラーバリエーションが魅力のファイルノートカ
ステーショナ
生産の母体会社であるマルニ㈱で培った樹脂加工・縫 大阪市阿倍野区
バーや、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
リー
製技術を活かした商品作りが特長。
上げられるクリアファイルケースなど。
大阪府和泉市

社内にデザイナーと縫製職人を抱えるかばん・袋物メー
大阪市天王寺区 バッグ・ポーチ
カー。代表者は大阪で生まれ育ち、大阪で起業。

大阪で生まれ育ち大阪の企業に勤務。その後、1996年
に大阪でガラス工房を開業。酒器を中心に彫刻ガラスを 大阪市平野区 ガラス製品
創作・販売。
建築金物製造卸。京都の音響メーカー、タイムドメイン社
タイムドメインスピー とライセンス契約を結び、3Dモデリング及び金属加工技
大阪市天王寺区 スピーカー
カー（シロクマ）
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。

12 スフェラーパワー㈱ スフェラーパワー

13

出展者の業態や特徴

ダウン症候群の女性が描いた絵で生地を作り、その生地を使用し
て作ったバッグ・ポーチ「RAU-RAU-G-YUKA-」。色使いがカラフ
ルで心癒される商品。
切子とサンドブラストの合わせ技で作った江戸でも薩摩でもない
大阪流切子のぐい呑み・猪口・ショットグラス・ロックグラス・鏡・花
瓶・タイルなど。
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。

各種カバン製造、OEMなどを手掛ける。職人が心を込め
大阪市淀川区
て一針一針縫製。

レザーバッグ

『カッコイイ』を目指したビジネスバッグ。シンプルさを追求したビジ
ネスシーンでも使えるリュックなど。

球状太陽電池製造・販売。三次元受光型の球状太陽電
京都市中京区
池の製造は世界でオンリーワン企業。

ソーラーランタ
ン・ペンライト

世界でオンリーワンの球状太陽電池を用いた砂時計型のランタ
ン。インテリアとして置けるソーラーLEDペンライト。

‘縫える木’として国際特許を取得した「テナージュ」を使
ゼロワンプロダクツ
天然木シート製 天然木の多彩な木目が美しいiPhone6sケースや、天然木シートを
ゼロワンプロダクツ 用した雑貨の製造販売。「日本ものづくり大賞」経済産業 大阪市天王寺区
㈱
品
藍や柿渋の天然素材で色づけしたテーブルマットなど。
大臣賞受賞。

14 TAISEI㈱

SAISEI

1919年創業、1949年設立の印刷会社。2014年に紙で作
ペーパー加湿
るインテリア雑貨ブランドを立ち上げ、パッケージ、紙
大阪府東大阪市 器・紙の雑貨/
管、レーザーカット、ペーパー加湿器などの独自技術を
インテリア
駆使した加工や製品を手掛ける。

「第48回プレミアムインセンティブショー女性向け販促品コンテス
ト」金賞受賞した、花の絵が描かれた色の変わるペーパー加湿器
など。

出展・販売者名
（50音順）
15 ㈱武市

16

会場での看板名

出展者の業態や特徴

Bloomin’

大阪で創業し現在も大阪に本社を置くOEM対応を主体と
大阪生まれのさをり織りで、大阪で織られた生地を使い、大阪で
するバックメーカー。国内生産に関してはそのほとんどを 大阪市阿倍野区 さをり織りバッグ
生産したさをり織りバッグ。平成26年「大阪製」ブランド認証製品。
大阪府下で製造。

（有）種村建具木工 TANEMOKU（種村
所
建具木工所）

住所

アイテム名

主な出展・販売商品

大阪で創業60年。伝統の木組みの技術を現代に合う形
で残したい繋ぎたいとの想いで木製建具・家具・インテリ 大阪市平野区
アを製作。

障子を小型化し彩り豊かな和紙を配した「彩り障子」（「大阪製」ブ
木製インテリア ランド認証製品）をはじめ、組子細工を用い乾電池式LED内臓の
「光箱」、大切なものを飾り心温かな空間を創る「imadoco」など。
日本製の自然素材だけで作ったナチュラルな素材感のバッグや
コットン/レザー
綿帆布のポーチとともに別々に使える機能性バッグ、お医者さん
バッグ・財布
カバンをモチーフにしたバッグなど。

17 ㈱ツタハラ

ARCOLO

大阪・船場で70年以上続くバッグの専門卸。日本製バッ
大阪市中央区
グのブランディングやメーカー、職人の育成に注力。

18 東洋スチール㈱

東洋スチール

アルミニウム
工具箱メーカーとして培った強みを生かし、多様化する
大阪府東大阪市 バッグ、スチー
ビジネスシーンをサポートするバッグなどを製造・販売。
ル収納箱

ノートパソコンやタブレットはもちろんビジネスシーンで必要なアイ
テムを美しくスマートに収納できるアルミニウム合金を使用したブ
リーフケースなど。

19 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 大阪市平野区
癒しと遊び心を提案。

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
丁寧に作り上げたウォールフラワーアート（造花）。

20 ㈱ピーエーエス

ピーエーエス

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シリーズを開発。

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、機能性・デザイン性の
両面を考慮した商品シリーズ。「P!nt Chair Living」は特殊フレーム
と三次元立体形状シートでプレミアムな座り心地。

21

㈱ピカコーポレイ
ション

22 フラワーコスモス

大阪府箕面市

2017年に創業60周年を迎えるアルミ総合仮設機器トップ
インテリアにもなじみデザインと品質を兼ね備えたカラフルな踏み
ピカコーポレイション シェアメーカー。大手工場、ＪＡＸＡなどの別注実績も豊 大阪府東大阪市 踏み台
台。ドイツの「iF Design Award 2016」を受賞。
富。
大阪で生花店を創業して29年目。ソープフラワーメッ
石鹸で作った花（ソープフラワーアレンジ）に独自性を加え、花びら
セージローズは大阪市新事業開拓事業者認定された商
フラワーコスモス
大阪市住之江区 ソープフラワー に直接メッセージを書ける「メッセージローズ」。バラの香りも独自
品。生花胡蝶蘭の花びらに写真を転写する独自技術な
に企画開発。
どを持つ。
紙・ダンボール関連商品（流通箱・知育玩具等）の製造・
販売。1960年大阪市城東区にて創業。折ってつける工 大阪市中央区
作玩具PÄKI（パキ）は「大阪製」ブランド認証製品。

自然の中にある「石」と都会の建築からインスピレーションを受け
ダンボール製ス
て形にしたダンボール製スツール「BRIX」。ドイツ人デザイナーとコ
ツール
ラボレーション。

MASAKAZU HORI
DESIGN

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・ 堺市堺区
製造委託先ともに大阪。

デザイン雑貨

25 マツダ紙工業㈱

マツダ紙工業

段ボール・紙製品の製造業。「家族に笑顔を。ほっこりと
ダンボール製デ 軽い強化段ボール製、簡単組立、安全設計の小学生用リビング
した家庭に」をコンセプトに段ボール製家具、学習机、玩 大阪府東大阪市
スク
学習机「かしこいくん」。
具などの自社製品の販売に注力。

26 ㈱松本企画

yuino

観光地向けやライフスタイル提案型の商品企画・小売、
大阪府枚方市
劇場向けのギフト商品の企画・販売などを行う。

くつ下

27 ㈱丸十

amane

呉服・和装品の販売。One minute KIMONOは着物から
洋服、洋服から着物へ、もう一度着物が普段着に戻れ
ばと思い提案。

創作衣料品・簡 １分間で簡単に着れるOne minute KIMONOや和服をリノベーショ
単着付け着物 ンした和洋服。

28 山本化学工業㈱

山本化学工業

特殊合成ゴム素材メーカー。ウェットスーツやサポーター
用の素材、医療機器や健康機器、スキンケア製品など、 大阪市生野区
幅広い分野で生活が豊かになるモノを作る会社。

23 ㈱ペーパーワールド Paper World

24

MASAKAZU HORI
DESIGN

大阪府東大阪市

プロダクトデザイナーが手がける自社のオリジナルプロダクトブラ
ンド、mhdブランドの商品を出展。アクセサリーなど多数。

こだわりの自然素材の糸をたっぷり使用した締めつけないくつ下。
足元からの小さな幸せをお届けします。

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」。
スイムウェア・弾
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
性ストッキング
る練習用水着「ゼロポジション」など。
以 上

