
記 者 配 布 資 料 

令和２年１１月４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」(11/11～17開催) 
～デザイン性の高い大阪発のリビング製品や服飾雑貨、個性的な食品が集結～ 

【お問合せ先】 
大阪商工会議所 流通・サービス産業部(井上・青戸) 

ＴＥＬ：０６－６９４４－６４９３ 

大阪商工会議所は、１１月１１日（水）～１１月１７日（火）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。 
「高いデザイン性で大阪らしいライフスタイルを提案」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、４１者の応募の中から、厳正な審査を経て選出された
３０者が製品を出品する。

○ 大阪クリエイトフェアの開催は今回で５回目。大阪発のデザイン性が高いリビング製品や
服飾雑貨、味わい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ことを目的に実施
する。

○ 木組み技術の七宝組子と異素材を組み合わせたバッグや上質なカウレザーを使用したオー
ルハンドメイドのキーケースやミニ財布、大阪の伝統工芸品の和泉蜻蛉玉のお香立て、泉
州野菜などを使ったマイルドな味付けのピクルスなど、独自のストーリーを潜ませた個性
豊かなものが出品・販売される。

＜開催概要＞ 

【日 時】１１月１１日（水）～１７日(火)１０：００～２０：００（最終日は１５：００まで） 

【場 所】あべのハルカス近鉄本店 ウイング館９階催会場（阿倍野区阿倍野筋１-１-４３） 

【主 催】大阪商工会議所 

【入場料】無料 

以 上 

＜添付資料＞ 
資料１：第５回大阪クリエイトフェア 出展者および主な出展製品 

資料２：第５回大阪クリエイトフェア チラシ 



第５回大阪クリエイトフェア　出展者及び主な出展商品 資料１

出展企業名（50音順) 会場での看板名 住所 出展者の業態や特徴

1 アイ・エス株式会社 FLEX FORCE 東大阪市

文具事務用品関連でのノウハウが豊富で、主に文具事務
用品の企画製造販売をしている。『歯の汚れを取る』と『歯
茎を保養・保護する』を同時に達成できる電動歯ブラシは
業界初の技術を採用し、国際特許を取得している。

電動歯ブラシ
業界初の技術を採用し国際特許を取得した電動歯ブ
ラシ。男性だけではなく、女性・年配の方にも利用し
やすい仕様。

2 株式会社味源グループ 大阪味源 高槻市

大阪府高槻市で創業40年余り、仕出しを中心に経営。今
年3月に店舗「日本料理味源」をオープン。2018年食の都
大阪グランプリのデザート・洋菓子部門で「三箇牧トマトの
寒天ジェラート季節のフルーツ添え」が入賞。2019年大阪
商品計画で緋槻（三箇牧トマト寒天デザート）、真（鯛寒
天）を開発。

トマト寒天、鯛寒天

大阪商品計画で商品化された、三箇牧トマトと寒天で
作られたデザート「緋槻　AKATUKI」。出汁の味が
しっかりと香り、スープや鯛茶漬けにして楽しめる鯛
寒天「真　makoto」。

3 株式会社アトリエ アイ
Atelier Ai de la
Maison

豊中市

ﾚｰｽをAiして50年。丁寧に仕立て仕上げたAtelier madeの
婦人プレタアパレルメーカー。レースと刺繍使いを得意とし
ており、Made in Osakaを貫き、素材調達から製品仕上げ
まで一貫したモノづくりにこだわっている。

布マスク
素材にこだわり、レースと刺繍のエレガントで気品の
あるマスク。

4 イトー産商株式会社 enimUot 大阪市天王寺区
革製品の製造メーカー。ＯＥＭ商品（販売企画品・販促品・
記念品）の製造、また近年は培った技術力・デザイン力・
販売力を生かした自社商品の販売を行っている。

レザーグッズ
上質なカウレザーを使用したレザーグッズ。
スマートキーケース、iPhoneケース、ミニ財布。

5 NSW株式会社
いずみピクルス／
HONESTIES

泉佐野市

泉州の特産、水なすや玉ねぎなどの泉州野菜を用いたピ
クルスやフルーツピクルスなど、かわいくてきれいなピクル
スカラフルで香り豊かなアロマドレッシングを販売。大阪泉
州のブランド価値向上に取り組み、地域を元気にしていく
ことを目標としている。

ピクルス、
肌着

泉州野菜を使ったピクルスやフルーツピクルス。泉州
玉ねぎをベースに国産野菜を50％以上使用したアロ
マドレッシング。／フラットな縫い目で実現された裏表
がない肌着。綿100％の優しい肌触りと防菌・防臭加
工が施されており、何も気にせず裏返したまま脱ぎ着
できるため、子供の着替えも手間がかからずノンスト
レスで行える。

6 M×A×O archaichic 大阪市生野区

アパレル企画・製造（靴縫製加工）・販売を行う。現在は、
靴縫製加工業を行いながら、オリジナルファッションブラン
ド「archaichic(アルカイシック）」による衣料品、バッグ、小
物雑貨を展開。

婦人バッグ
クラシカルモダンテイストのがま口バッグ。アート感覚
で立体形状が可変可能な立体型バッグ。セミオー
ダー対応可能。

7 株式会社オーエヌ関西ブラシ VIVOLUCE 大阪市西淀川区
創業時からブラシ一筋で培ったノウハウを継承し、『関西
から世界へ』をモットーにmade in Japanの強みを活かして
いる。

化粧筆
毛材は厳選した最高級素材を用いて、木軸には黒檀
を採用。口金は真鍮に24金メッキを施しており、日本
の技術で仕上げた上質な化粧筆。

8 大阪かばんブランド委員会
大阪かばんブラン
ド委員会

大阪市中央区

大阪かばんブランド委員会とは大阪かばん協会に所属す
る鞄メーカーの有志で構成された団体で、その委員会で
認可された製品に【大阪かばん】というブランドをつけてい
る。株式会社シノダ・株式会社高木・株式会社ヨシカワ・株
式会社クロスラインの合同出展。

バッグ

大阪かばん協会に属する企業が関西圏で製造生産
し、大阪かばんブランド委員会で設けられた品質基
準をクリアした製品のみが認定される「大阪かばん」
ブランドのトートバッグ、ショルダーバッグ、ボディバッ
グなど。

9 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オリジナルのアクセサリー
も好評。

家具・
アクセサリー

家具製作で出る端材を使ったピアス、イヤリングは、
木の素材感を活かしたナチュラルなものと、一つずつ
手描きでカラフルな柄とある。端材を使ったヘアゴム
は、1つずつ手描きで色を付けており、すべて柄が違
う1点もの。座面をおおきくざぐったフィットするスツー
ル。

10 御菓子司　亀屋茂廣 亀屋茂廣 大阪市阿倍野区

大阪産(もん)名品に認定された大阪で伝統ある和菓子を
製造、販売。阿倍野の発祥である懐中志る古は、世界的
に有名。昔からの製造方法で、手作りしており、大阪産(も
ん)名品や大阪産(もん)の商品も多数あり。

和菓子

懐中志る古は、ホタテ貝殻の形で、お椀にお湯を注
ぐだけで本格的なおしるこに。2017年第27回全国菓
子大博覧会で外務大臣賞受賞。お好みゼリーは、大
阪松虫発祥の半生菓子、寒天ゼリー。寒天は大阪の
特産品。

主な出展・販売商品



第５回大阪クリエイトフェア　出展者及び主な出展商品 資料１

出展企業名（50音順) 会場での看板名 住所 出展者の業態や特徴 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

大阪・泉佐野市の創業80年以上となるタオルメーカー。百
貨店の商品を取扱い、世界最新鋭の設備と技術力で常に
高い品質を誇る。雑貨デザイナーと組み、雑貨関係の小
売店や海外にも商品を出荷している。日本のタオル発祥
の地、泉佐野市でタオルを作り続けており、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
イニシャル・キャラクター・動物柄・ビジネス用などの
タオルハンカチ・フェイスタオル。

12
グランドイノベーション
株式会社

未来の常識！さわ
らんトッテ

大阪市住吉区

ビジネスデザインを得意とする総合コンサル会社。コロナ
の時代に必要な非接触アイテムを、大阪府堺市で創業
110年の小物金属の加工を得意とする金属加工メーカーと
共同開発。

ウイルス対策グッズ

日常生活で「本当はさわりたくない」という不安をもつ
方にとって、接触を可能な限り減らすお手伝いツー
ル。開閉するドアノブや公共交通機関のつり革に
引っ掛けたり、エレベーター、自動販売機のボタンを
押したりして使うアイテム。

13 山月工房 山月工房 堺市

大阪泉州地域（和泉国）の伝統に特化した独自の技法に
より造られる蜻蛉玉（ガラス玉）を和泉蜻蛉玉として製造す
る唯一の工房。国宝・文化財などの復元事業にも従事して
いる。和泉蜻蛉玉の技術を用いた商品は大阪製ブランド
認定、大阪商品計画で商品化している。

和泉蜻蛉玉
大阪の伝統工芸品「和泉蜻蛉玉」を用いたお香立
て、ブレスレット、厄除けストラップ。

14 株式会社三陽鉄工所 San 大阪市住之江区
1964創業以来、電気機械板金、精密板金製作に従事。震
災で経営危機に陥った時にステンレスのパンチングメタル
でカバンを開発。2017年度大阪製ブランド認定。

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。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。

15 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・ポーチ

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、サコッシュ。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。

16 ジョイントクラブ Jcジョイントクラブ 大阪市住吉区

大阪生まれのさをり織りのバッグを取り扱い、大阪で職人
歴50年のバッグ職人の協力も得て、大阪市内で今年７月
に創業。さをり織りは大阪で生まれた手織りの手法で、織
り方にルールもなく、織り手の感性をそのまま反映し、同じ
柄は世界に1つしか存在しない。

バッグ
大阪生まれのさをり織りのバッグや小物。大阪で職
人歴50年のバッグ職人が作り上げた手編みや刺繍
入りのレザーバッグ。

17 有限会社シンメ amtsumg 高槻市

国産い草（畳）を材料とした文具と雑貨の企画・製造・販
売。薄さとしなやかさを実現するため独自の貼り合わせ技
術を開発し、特許を取得。デザイン性の高い商品は書店・
大型文具店で好評を博しファンを獲得している。

い草製雑貨
空気の浄化作用、湿度調整機能、リラックス効果など
がうたわれる効能があるい草（国産）を使ったスマホ
ケース、ブックカバー、御朱印帳、メガネケース。

18 株式会社スタッフ STUFF 門真市

携帯電話や家電製品などの小型精密機器の各種設計、
試作や小ロット生産を請負。大手企業のスタートアップ企
画を支援している。学習型IoTアルコールチェッカーTISPY
２は大阪製ブランド認定。

アルコールチェッカー

学習型IoTアルコールチェッカー。飲酒時の呼気に含
まれるアルコール濃度を測定し、データを蓄積。使う
ほどに学習するのでパーソナライズされたアドバイス
が表示される。

19 大一精機株式会社 SPIRA 東大阪市

刃物で削る切削、砥石で削る研削の下請け町工場。マシ
ニングセンターなどの設備を使いこなし、自動車部品など
の精密部品を製造している。念願の自社商品を大阪商品
計画で商品化。

ペンスタンド、
メガネスタンド

大阪商品計画で開発した削り目を活かした工場発の
金属雑貨。とっておきのペンを単独で卓上でディスプ
レイできるペンスタンド。ヒンジに特徴がある眼鏡の
シルエットなどを楽しむためのディスプレイとして、ま
たヒンジレスの折りたためない眼鏡のスタンドして使
うことができるメガネスタンド。
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出展企業名（50音順) 会場での看板名 住所 出展者の業態や特徴 主な出展・販売商品

20 有限会社種村建具木工所 TANEMOKU 大阪市平野区

木製建具・家具並びに木製インテリア・照明を製造。「伝統
の木組の技術を現代に合う形で残したい繋ぎたい」という
思いから近年はTANEMOKU名で自社オリジナル商品を企
画・製作・販売している。

組子バック、組子プ
レート、組子照明、木

製インテリアなど

伝統の木組の技術「七宝組子」は円形が永遠につな
がることから縁起の良い柄といわれる。その七宝組
子を用い衣食住の空間で身近に楽しんでいただく新
商品「花組子シリーズ」を開発。建具職人による繊細
な技で組子細工を極限まで薄くし、一流の製鞄師と
のコラボレーションで仕上がった上質なこれまでにな
いバッグやプレート、ペンダントライトが今回初お目見
え。また人気の光箱や彩り障子なども展示販売。

21 西尾茗香園 西尾茗香園 堺市

江戸時代末期・安政元年（1854年）、初代・西尾辰造が京
の宇治茶を堺で売り出したのが始まり。宇治に精選工場
を持ち主要産地（福岡、鹿児島、京都）より仕入れ加工販
売している。

プリン、ジャム、
ほうじ茶

大阪商品計画で開発した自店石臼で挽いた宇治抹
茶を使った濃厚なプリン。お点前用の宇治抹茶を
たっぷり使った無添加の抹茶ミルクジャム。独自開発
の焙じ機で焙じた、自慢のほうじ茶。

22 日本シール株式会社
日本シール株式
会社

大阪市住之江区

電車のシート生地(モケット）の開発に注力としており、その
生地を一定方向に寝かせたことをヒントに、1959年に無数
の短いパイルを傾斜させたパイルブラシを独自に開発、世
界に特許を出願し「エチケットブラシ」の登録商標で発売開
始。ベストトレッサーは大阪製ブランド認定。

エチケットブラシ

大阪製ブランド認定のゴミ取り機能付きエチケットブ
ラシ。エチケットブラシ生地を用いた網戸掃除用ク
リーナーや繊維の汚れをかき落とす襟袖用ブラシ。
繰り返し使えるエコなカーペットクリーナー。

23 株式会社日本アミューズ PAIDiA 大阪市中央区
皮革製品の企画制作・小売販売を行っている。大阪「浪速
区」「西成区」の皮革産業の古き良き伝統と、昔ながらの
職人の技術で「メイドインジャパン」として評価されている。

レザーグッズ

淡く、爽やかな澄み切った青空のようなブルーのレ
ザーグッズ。オリジナルで染め上げた革は長くきれい
な色合いを保つ。ブックカバー、手帳カバー、キー
ケース、ペンケース、コインケース。

24 株式会社猫舌堂 猫舌堂 大阪市北区

関西電力㈱の社内ベンチャーとして、元看護師である代
表が、自身のがん経験により食べることへのバリアを実感
したことから、同じ境遇の仲間と一緒に起業した会社。事
業概要は「オリジナル商品の販売」と「コミュニティの運
営」。これらを通じて、食べる喜びを取り戻すきっかけをお
届けしている。

カトラリー（スプーン、
フォーク）

「小さく」「薄く」「平たい」デザインで、食べることにバリ
アを感じている方に限らず、お子様からご高齢の方
までどなたでも心地よく使える。また、その上品な口
当たりから、カレーやスイーツ等をじっくり味わいたい
シーンでも好評。専用ケースとのセット購入で外出先
にも持ち運べる。

25 prosper プロスパー 豊中市

焼きたてシフォンケーキとバースデーケーキの専門店。油
脂類不使用、糖分の一部に果糖を使用。糖質制限されて
いる方、甘い物を控えている方や妊婦さんにもおすすめ。
レモンシフォンケーキは大阪産のレモンを1台当たり、1.5ヶ
分使用。

シフォンケーキ
油脂類不使用、糖分の一部に果糖を使用、糖質制
限されている方、甘いものを控えている方も食べやす
いヘルシーなシフォンケーキ。

26 ベル食品工業株式会社 ベル食品工業 大阪市鶴見区

1969年の設立以来、大阪市鶴見区に本社工場を置き地
域密着の食品メーカー。調理食品のエキスパートを目指し
ており、プロが認める豊かな味わいを追求し、独自の研究
開発を重ね、どの製品も味質を厳しくチェックしている。

レトルトカレー
レンジで箱のまま調理できる大阪人の大好きな甘辛
味のビーフカレー。炭火焼肉たむらのお肉が入ったカ
レー。串かつだるま監修の牛すじカレー。

27 株式会社マツイ KOBEDO 大阪市中央区
帽子製造卸売業として、80年近く帽子製造のみに特化し、
デザインから、最終仕上げまでを自社工場にて行ってい
る。

帽子

高級ブランドに使われているハリスツイードや洗える
豚革のスウェードを使用したキャップ・ハンチング・ベ
レー帽をカラーバリエーション・サイズバリエーション
多く展開。生地から縫製まで安心安全の純日本製の
犬用帽子も人気。

28 manri MａNRI 吹田市

凛とするバッグのブランド。持つ人目線から考案された上
質でシンプルデザインが特長。大阪の熟練のバッグ職人
の丁寧な縫製がシンプルなフォルムに活きている。忙しい
女性の為の機能性と美しさを兼ね揃えた縦型ポケットのあ
るバッグ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を商品化している。

婦人用バッグ
PCを持ち歩く際にも最適なビジネスシーンに合うビジ
ネスバッグ。ポケット充実でワンピースでもスーツでも
持つことができるリュック。カードが縦に入るL字型長
財布。
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29 株式会社山城物産
ＧＲＥＥＮ　ＧＬＡＳ
Ｓ　Ｂｒｅｗ　Ｔｅａ

大阪市西区

1960年に創業以来、大阪市を拠点に日本茶の卸販売を
行っている。家庭用のお茶から、業務用のお茶を取り扱っ
ており、宇治茶の名産地・京都府和束町の工場で、上質な
お茶をつくり続けている。

日本茶

日本茶をハンドドリップで簡単に淹れられるよう茶葉
に工夫を施し　一煎目は水出し緑茶、二煎目はハー
ブとのマリアージュを楽しむお茶。日本茶とハーブ
ティーの両方を楽しむことができる。

30 株式会社ラッキーシップ ラッキーシップ 大阪市北区
旅行・アウトドア・防災用品の企画開発、オリジナル商品
の企画製造・販売 。オンリーワン商品を開発している。

旅行グッズ

スーツケースと手荷物を固定するバンド。スーツケー
スを雨やキズから守るカバー。飛行機の中やオフィス
で使える携帯用の足置き。旅先や出張先等で洗濯か
ら脱水までできる携帯用洗濯袋。






