
 

 

 

 

 

  記者配布資料   

平成３０年１１月１６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」(11/21～27開催) 

～デザイン性が高い大阪発のリビング製品や服飾雑貨を販売～ 

 

【お問合せ先】 

大阪商工会議所 流通・サービス産業部 経営支援担当(柳田・吉村) 

  ＴＥＬ：０６－６９４４－６４９３ 

携 帯：０９０－８７５２－６３９３（11/16 限り） 

 

○ 大阪商工会議所は、１１月２１日（水）から１１月２７日（火）までの７日間、近鉄百貨店

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、創造力にあふれデザイン力の高い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７回目の開催。大阪クリエイトフェアとして近鉄百貨店あべのハルカス近鉄

本店での開催は３回目となる。「デザイン性が高く新しいライフスタイルの提案で毎日を彩る

リビング製品や服飾雑貨」をテーマに、在阪の生活雑貨製造業者・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、

４９社から応募があり、厳正な審査を経て選出された２６社の製品が出品される。 

○ 出品・販売される商品は、建設模型技術を活かしたメモブロックや、糸を紡ぐところから縫

製まで大阪製にこだわったなめらかな肌触りのＴシャツ、消防用ホースを再利用した鞄や雑

貨、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。 

 

＜取材要領＞ 

・開催日までは、上記「お問合せ先」までご連絡ください。 

・会期中は、会場内の事務局員または店員を通じて、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＞ 
資料１：第３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３回大阪クリエイトフェア チラシ 

 



第３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 株式会社ウエダ美粧堂 BISYODO 八尾市
化粧筆・化粧用具の製造・販売・ＯＥＭ・卸。創業当初よ
り大阪にて営業を続けている。

化粧筆
大阪製ブランド認定の原毛屋が作る本物の化
粧筆。

2 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。

木製家具・アクセ
サリー

木材にこだわった子供用のイスやティーテーブ
ル。一つずつ柄が違う端材を使ったヘアゴム。

3 株式会社かじ新 かじ新 泉佐野市
インテリアFabric製品の製造販売、布を国内で製造した
り、海外から輸入してテーブルクロス・椅子カバー・座布
団・カーテン類を自社生産している会社。

テーブルクロス、ラ
ンチョンマット、クッ
ションカバーなど

汚れても拭き取れる生地や輸入・国産・透け感
などの生地を使用し、自社で縫製したテーブル
クロス・クッションカバーなど。

4 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。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。

タオル・ハンカチ
バレエ・キャラクター・動物柄など多様なデザイ
ンの泉州バスタオル・フェイスタオル・タオルハ
ンカチ。

5 株式会社サニー CASSAROS 大阪市阿倍野区
機能性とデザイン性を重視した独自商品を企画開発・
製造・販売。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。

バッグ、ペンケース
などステーショナ
リー

ビジネス・プライベートともスタイリッシュに持ち
歩けるカラーバリエーション豊富なクラッチバッ
グ、インナーバッグ、ペンケース、ノートカバー、
カードケース。

6 有限会社サム企画
SAM KIKAKU
co.,Itd

大阪市中央区
化学薬品を使わないオーガニックレザーを使い、自社
企画、自社生産。日々新しい商品、アイテムにチャレン
ジしています。完全大阪製。

レザー製財布、
シューホーン

オーガニックレザーを使用したカモフラージュ柄
財布・カードケース・コインケース・シューホー
ン。

7 三恵メリヤス株式会社 EIJI 大阪市北区

創業90年に基づく縫製加工技術と、素材の手配から製
品販売まで一貫した管理体制を強みとする。「J∞
QUALITY」認証企業であり、自社ブランド「サンテテ」
「ダブルワークス」「EIJI」を展開している。

Tシャツ

世界最高峰のオーガニックコットン、アルティメ
イトピマを100％使用したEIJIのオリジナルT
シャツ。なめらかな肌触りとふわっと軽い着心
地で、着れば着るほど肌に馴染むのが特徴。

8 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。

消防用ホースを用
いたバッグなど

廃棄される消防用ホースを使用したリュック、
バッグ、ブックカバー、財布、カメラケース。

9 自由工房 自由工房 大阪市平野区
サンドブラスト・切子・作陶を駆使した独自の作風の作
品。雑貨。出身・工房などすべて大阪。

グラス・アクセサ
リーなど

サンドブラスト・切子・作陶を駆使したオリジナ
ルデザインのグラス・ペンダント・タイル飾り・
鏡。

10 新日本カレンダー株式会社 新日本カレンダー 大阪市東成区

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仕事を展開。
「暦」を中心としたカレンダー以外の文具などでも人の
暮らしに寄り添う。

カレンダー、ダイア
リー、シール

月の満ち欠けや暦情報が綴られたダイアリー、
日めくりカレンダー。和紙調のシール。

11 有限会社大一創芸 ふくさファクトリー 八尾市

日本製・国産にこだわり現代のスタイルに合わせて選
べるふくさをコンセプトに企画・販売。ものづくりの街八
尾市で周辺企業との協力の中、全国世界に発信できる
商品を日々開発・生産する。

ふくさ
日本製・国産にこだわったコンパクト・リバーシ
ブルふくさ。メンズふくさ。



第３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

12 株式会社タイタン・アート ＫＬＯＮ 大阪市西区
2017.5月よりアパレルブランド「ＫＬＯＮ」を展開。ＫＬＯＮ
バッグは2017年度グッドデザイン賞を受賞。バッグは大
阪のバッグ職人の手作りで生産。

バッグ・腕時計・Ｔ
シャツ・財布など

究極にシンプルを求めたスタイリッシュなデザ
インのバッグ・腕時計・Tシャツ・財布・ネックレ
ス。

13 匠有限会社 かばん造りの匠 東大阪市
牛革の紳士鞄を主として皮革を使用した製品を職人の
手によって一点一点製作している。

革バッグ、革小物
牛革を使用したラグビーボール型小物入れ、
名刺入れ、バッグ。

14 株式会社武市 Bloomin' 大阪市阿倍野区
バッグの製造メーカー。ＯＥＭ・ＯＤＭ中心に、大阪生ま
れのさをり織りの生地を使ってオリジナルバッグの企画
に取り組み、色々な百貨店などで取り扱っている。

さをり織り鞄
大阪生まれの「さをり織りバッグ」。本人の感性
で織るために、同じものがないオリジナル性が
魅力。

15 彫刻工房オレイカルコス
工房オレイカルコ
ス

大阪市旭区
様々なアーティスト、クリエイターの作品の販売。アート
をより身近に感じてもらえる社会の実現に向けて、展示
会など様々な活動をしています。

アクセサリー、シル
バー製品

日本刀の金具などに使われる表現技法をデザ
インとして再構築したリング・ネックレス・食器。

16 株式会社ツタハラ ＡＲＣＯＬＯ 大阪市中央区

レディースバッグ・財布・服飾雑貨の企画及び卸業・ＥＣ
事業。自社ブランド「ARCOLO」は国産の天然素材だけ
を選び縫製など全てを日本で。創業より大阪の地で70
年以上。

キャンパス地バッ
グ、財布

倉敷帆布と姫路レザーを使用したがま口のドク
ターバッグ、二つ折り財布。

17 株式会社デザインポケット
デザインポケット

大阪市中央区
本物そっくりの食品サンプルは日本を代表する文化と
技術の結集です。”おいしそう！をカタチに”をテーマに
見るだけで食べたくなりそうな食品サンプルを製作。

食品サンプルキー
ホルダー・小物な
ど

ホンモノそっくりの食品サンプルのキーホル
ダー。

18 株式会社トライアード
OMOSHIROI
BLOCK

大阪市西淀川区

建築模型製作からスタートし、現在はトータルデザイン
会社として事業展開をしており、スタッフ個々の技術や
アイデアを駆使し、私たちの日常の中に「OMOSHIROI」
モノ、コトを提案している。

メモブロック

建築模型製作の技術を生かしたメモブロック
「OMOSHIROI　BLOCK」。1枚ずつ使用していく
と立体的な模型ができ、インテリアとして使用
可能。

19 株式会社nunonuno nunonuno 泉佐野市

縁起の良い吉祥紋の刺繡を施した泉州ふわふわタオ
ルと、日本の伝統文様を京プリントで染めた和泉木綿
を組み合わせたリバーシブルのスタイやおくるみなどの
ベビー雑貨をインターネットなどで販売している。

赤ちゃん用スタイ・
おくるみ

日本の伝統文様や家紋の美しいデザインを
もっと身近に身に着けることができるようにポッ
プにデザインしたスタイ。おくるみ。ハンカチ。

20 ハクゾウメディカル株式会社 ハクゾウメディカル 大阪市中央区

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、医療衛生材
料の製造・開発・販売している創業65年の企業。医療
に係る商品を幅広く取り扱っています。創業の地が大
阪であり本社も大阪市内。

救急災害セット、お
くるみなど

安全性や使用感にこだわったおくるみ。病院と
共同開発したマザーベルト。ハンドジェル、サ
ポートソックス。

21 株式会社FACTORY KURA FACTORY KURA 泉南市
服飾小物の縫製、検品、小売業。取り扱い商品のHP販
売。顧客のニーズに対し、きめ細やかな対応と品質で、
好評を得ている。

お手玉・アロマ
四季を感じる癒しのインテリア和手玉の香りつ
き。洗える特性を活かし、香りのオン・オフを選
べる。和手玉、アロマ、コースターのセット。

22 株式会社プレーリードッグ 和布華 大阪市中央区
繊維製品の企画製造卸。大阪本社の企業。手ぬぐい
は大阪で染めている。

手ぬぐい、ふきん
「伊勢型紙」を使用し、大阪で本染めした手ぬ
ぐい。奈良の蚊帳生地を使ったふきん。風呂敷
生地で作った御朱印帳。



第３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

23 増見哲株式会社 kapoc 大阪市中央区 創業1939年の衣料付属品・服飾雑貨品卸。 割烹着
すべてのお家の仕事に役立つ割烹着。ちょっと
した外出着にもなるのが最大の魅力。

24 株式会社まるふく商店 Fausto Ingresso 大阪市住吉区
バッグ製造メーカーとして国内一貫自社製造できる数
少ない会社。ＯＥＭで培った技術を活かし自社ブランド
を立ち上げている。

バッグなど
革のパズルピース。パズルピースをアイコンと
したバスケット・クラッチバッグ・トートバッグ・
キーホルダー。

25 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年は大阪商品計画でリュック
LIONを商品化。

女性用ビジネス
バッグ

忙しい女性のためのモノがよく整理して入り、ス
マートで上質なバッグ「canon」、「PROP」、
リュック「LION」。他にL字型長財布、名刺入れ
など。

26 山本化学工業株式会社 山本化学工業 大阪市生野区

特殊合成ゴム素材メーカー。ISO13485認証、医療機器
製造販売業許可取得。常温で赤外線を放射する素材
を製造し、スポーツ向け、医療機器、健康機器などに幅
広く使用されています。

赤外線アイマスク、
水着

常温赤外線で体を温めることができる素材を使
用したベスト・アイマスク。健康維持のためにお
しょぐ人からからアスリートまで幅広く使える、
泳ぐ姿勢を矯正する水着。



腕時計　
①HIDE TIME 17,064円
②ALPHABET TIME 14,904円

①

①

② ②
「全てのプロダクト
を、細部までシンプ
ルに」をテーマにモ
ダンでオシャレなラ
イフスタイルアイテ
ムを提案。

①フェルトA4サイズケース 14,040円
②コットントートバッグ 15,120円

ブランドアイコンの革パズルを用
いたシンプルでインパクトのある
ケース＆トートバッグ。

①ビジネスバッグ 
PROP 73,440円
②2wayリュック
LION 48,600円

②

① ①

働く女性のための軽量バッグ。開口部を大きくとり、A４書類や
ノートパソコンも出し入れしやすい。

①木のイヤリング 
4,860円 
②木のヘアゴム 
各1,512円

②

①

家具製作の過程で出てきた
木の端材などを使って作った
無垢の木のアクセサリー。

ものづくりの街・大阪発の新しいデザインにワクワク！アイデア＆使い心地に納得！

第3回

インナーバッグ 各4,212円

〈CASSAROS〉
豊富なポケットを
使ってバッグ内
のモノを整理で
きます。使いた
いモノがすぐに
取り出せます。

宙（そら）の日めくりカレンダー 2,160円

〈新日本カレンダー〉
毎日めくる度に月の表情が変わります。その変化が楽し
くって、つい宙を見上げたくなるカレンダー。

Chéri フィニッシング
パウダーブラシ 
5,940円
Chéri チークブラシ 
3,564円ほか

〈BISYODO〉
最高品質の山羊毛を
使った、木のぬくもりを
感じられるブラシです。

食品サンプル
①メモスタンド 2,980円
②ヘアゴム ③耳かき 各1,180円

①

③

〈デザインポケット〉
職人が手作りした本物そっくりの
食品サンプルで作ったおもしろ雑貨。

ブロックメモ バイオリン
 4,104円

〈OMOSHIROI 
  BLOCK〉
1枚ずつ使っていくと
バイオリンが現れる、
アートなメモ帳です。

フェイスタオル 
ナイル 
各1,620円

〈金野タオル〉
太めの超長綿「エジプト
綿」を贅沢に高密度で
織り上げた泉州こだわり
タオル。

◎11月21日（水）→27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。

②

生産地が大阪ではない商品がございます。主催/



※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

◎11月21日（水）→27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。

〈EIJI〉
オーガニックコットン Tシャツ 
各10,800円

〈工房オレイカルコス〉
❶古今シルバーペンダント 
「れにし」 59,940円
❷古今シルバーリング 
「静」 49,680円

〈ARCOLO〉
がま口バッグ 
牛革･綿帆布 
幅約28×マチ
約14×高さ約23㎝ 
20,520円

〈サンワード〉
消防用ホースリユース 
ドラムボストンバッグ 
幅約46×直径約27㎝ 23,760円

〈Bloomin’〉
さをり織 
ショルダーバッグ 
幅約38×マチ約15×
高さ約26㎝ 
11,880円

〈かばん造りの匠〉
ラグビーボール型ポーチ 
幅約22×マチ約10×高さ約10㎝ 
各2,501円

〈SAM KIKAKU co.,ltd〉
ハーフジップウォレット 幅約13×高さ約10㎝ 
各18,144円

〈和布華〉がま口 １個 1,080円から

〈自由工房〉
❶万華鏡 
43,200円
❷ロックグラス 
21,600円

❶

❶

❷

❷

〈ふくさファクトリー〉
スマートふくさ 各3,024円

〈nunonuno〉
出産祝いギフトセット 
おくるみ・スタイ・ハンカチ 計３点セット 
8,601円

〈FACTORY KURA〉
和手玉アロマ 
和手玉・エッセンシャルオイル・受け皿 
計３点セット 8,400円から

ものづくりの街・大阪発の新しいデザインにワクワク！アイデア＆使い心地に納得！

※受注生産のためお渡しまで
約1ヵ月頂戴いたします。　

汚れても拭き取れるランチョンマット
各種 各1,620円

〈かじ新〉

女性にやさしい救急
災害セット 全28点 
【限定数30】 18,360円

〈ハクゾウメディカル〉

　バイオエスペランサ 
めぐり美アイウエア 31,860円

　バイオエスペランサ 
めぐり美ベスト 270,000円

〈山本化学工業〉
常温遠赤外線のほっこりとした
ぬくもりが、カラダや目元を包み
込んでやさしくケア。

生産地が大阪ではない商品がございます。

主催/

〈kapoc〉
ハウスワーキング
コート（割烹着） 
麻100％ 
19,440円
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