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『2016 K-Fashion & Accessory Creative in Osaka

各 位 

 

 

 

 

 

拝啓 時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。アンニョンハセヨ！ 

 

この度、KOTRA大阪貿易館では１１月２９日(火)に韓国のファション及び、ア

クセサリー関係の韓国企業を大阪に呼び、日本のパートナー企業を探すための

商談会を開催致します。韓国の優秀企業が集まる今回の商談会に参加し、新たな

ビジネスチャンスを見つけてみませんか。 

多くの皆様にご来場を頂きたく、ここにてご案内をさせて頂きます。 

                                 敬具 

 

<商談会概要> 

❏ 行 事 名：2016 K-Fashion & Accessory Creative in Osaka 

❏ 開催日時：2016 年 11月 29日(火) 10:00 ～17:00  

❏ 会    場：OMM（大阪市中央区大手前 1-7-31）展示大ホール２階 Ａホール 

＊「天満橋駅」へ直結しているため、徒歩約 1分でご来館いただけます。 

＊ 会場ＵＲＬ : http://www.omm.co.jp/ 

❏ 主  催：大韓貿易投資振興公社（KOTRA）URL：www.kotra.or.jp 

弊社は日韓両国の貿易投資の拡大のための韓国政府機関として、1962年に設立

されました。現在、世界 86 ヶ国、126 ヶ所に海外拠点として貿易館を配置し、

日本には大阪/東京/名古屋/福岡 4ヶ所に貿易館を設置、運営しております。 

❏ 主要品目：ファッション衣類、アクセサリー、靴等 

❏ 締 切 日：２０１６年１１ 月１８日(金)  

❏ 来日企業：４０社(予定) 

❏ 支  援：個別商談斡旋、参加費(無料）、通訳配置、駐車券(提供） 

❏ お問合せ及び申し込み先 

･ 大韓貿易投資振興公社(KOTRA) 大阪貿易館 

･ 担当：マーケティングチーム 

課長 梁哲承(ヤン・チョルスン) E-MAIL : csyang@kotra.or.jp 

 崔正敏(チェ・ジョンミン) E-MAIL : jmchoe@kotra.or.jp 

  ･ TEL : 06-6262-3831  FAX : 06-6262-4607 

２０１６年１１月 

http://www.omm.co.jp/
http://www.kotra.or.jp/
mailto:csyang@kotra.or.jp
mailto:jmchoe@kotra.or.jp
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企業

番号 
企業名 取扱商品 詳細 

1 
ノスタルジア 

www.nostalzia.com 
ジュエリーアクセサリー 

18K · 24Kの星座アクセサリー、指輪、イヤリング、ネックレス、

ブレスレッド等 

2 
ダブリュー 

www.patronsaint.co.kr 
靴全般 男性靴、婦人靴、ブーツ、スリッパー、ファッション靴等 

3 
ローブインターナショナル 

www.musebyrose.com 
女性服全般 

肩とスカートラインに刺繍でポイントを与えてデザインしたワ

ンピース、２０～３０代向けのワンピース 

4 
メゾン・ド・イネス 

www.maison-ines.com 
女性服 落ち着いた雰囲気のコートや、ワンピース、パンツ、スカート等 

5 
べ-べ-チノ 

(H/P作成中) 
インナーウェア 

３年間、化学肥料を使用していない土地で栽培された綿を使い、

柔らかい肌の赤ちゃんや敏感肌の女性に良いフィット感を与え

る機能性インナー 

6 
ブラウン・オーシー 

http://brownoc.com/ 
男性服 

アジア人の体型を長年研究し、その結果を反映して作った製品、

主に男性スーツ、パンツ、ジーンズ等 

7 
ヴィエニク 

www.thevienique.com 
女性服 

関西コレクションにも出品した経験がある。光沢のある素材を使

った個性あふれるファッション衣類 

8 

ＢＹＳ 

https://www.instagram.com/o

fficial.bydby/ 

男性服 
ファッションカラーを白と黒のみ使用し、独特な雰囲気を作り出

す。主に若い男性向けのコートやシャツ、パンツが多い 

9 
スジンリ 

www.vik-design.com 
女性服全般 

コートやシャツが主流。ファッションショーにも数多く参加した

ことがある。全体的に高級感のある女性向けファッション 

10 
スウィング・バイダー・ナビ 

www.swingbythenabi.com 
女性服 

花柄・水玉模様のワンピース、ママとお子さんのペアルックファ

ッション 

11 

スタジオ・キセ 

http://www.quisseh.com/shop/main/

index.php 

女性服 
女性向けのカーディガン、スカート、現代風に変えた韓国チマ(ス

カート) 

12 
アイヌンアイ 

kim3013.cafe24.com 
女性服 

生地、デザイン、製造を一度に行うＳＰＡ方式で、不要なコスト

をなくし、合理的な価額で商品を提供する。主にワンピースがメ

イン 

13 
アロゴン 

www.alogon.com 
女性服 オシャレなデザインのブランド 

14 
エオルラタ 

www.a-olata.com 
男性・女性服 

韓国の伝統衣装のイメージを現代化し、ファッションに適用させ

たコート、スカート等 

参加企業リスト（３６社） 

http://www.nostalzia.com/
http://www.patronsaint.co.kr/
http://www.musebyrose.com/
http://www.maison-ines.com/
http://brownoc.com/
http://www.thevienique.com/
https://www.instagram.com/official.bydby/
https://www.instagram.com/official.bydby/
http://www.vik-design.com/
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/새%20폴더%20(2)/www.swingbythenabi.com
http://www.quisseh.com/shop/main/index.php
http://www.quisseh.com/shop/main/index.php
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/새%20폴더%20(2)/kim3013.cafe24.com
http://www.alogon.com/
http://www.a-olata.com/


 

3/6 

15 
エ-フェア 

http://www.a-pair.co.kr/ 
アクセサリー 

一般的な金属製のジュエリーではなく、エナメルレザー、ＰＥと

いった素材を使用し、個性的なアクセサリーを作っている 

16 
ヨルグ 

www.cottiny.com 
アクセサリー 指輪、ネックレス、ブレスレット、キャラクターアクセサリー等 

17 
イヤギ 

http://storefarm.naver.com/47b_ag 
アクセサリー 

可愛らしいデザインで、評判の良い商品。指輪、ブレスレット、

ネックレス 

18 
ゼネラルイブ 

www.amubyamu.com 
男性・女性服 

オーバーサイズユニセックスというコンセプトで、個性のある商

品を作っている。シャツ、パンツ、アウター 

19 
ジェイ25ミュージアム 

www.j25museum.com 
アクセサリー 少し小さめのアクセサリー、イヤリングがメイン 

20 
ジスコ 

www.jiscoglobal.com 
女性服 ２０～３０代女性向けシンプルなファッション、生地も販売 

21 
ケイインサイト 

http://m.blog.naver.com/kaylada 
バッグ、アクセサリー オシャレなデザインのバック、アクセサリー等 

22 
クレヨン 

(H/P作成中) 
アクセサリー シンプルでオシャレな北欧風のアクセサリー 

23 
ティーエヌジェー 

www.twee.co.kr 
女性全般、アクセサリー 

可愛くてオシャレな１０代、２０代女性向けの衣類全般、アクセ

サリー等 

24 
フライバイビ 

(H/P作成中) 
クラッチバッグ、財布類 クラッチバッグ、バッグ、財布等 

25 
プラットフォームファクトリー

www.keyclue.com 

男性服、女性服、アクセサ

リー、雑貨 

オシャレで個性的なデザインが多い。バッグ、帽子、アクセサリ

ー等 

26 
カリス 

http://www.karis2020.com/ 
バック、アクセサリー エナメルバッグ、財布、ベルト、アクセサリー等 

27 
ジェイダウル 

www.jdaul.com 
靴 カジュアル靴、スニーカー 

28 
ソウル 

www.sooool.com 
靴のアクセサリー 

シューズアクセサリーとして日本には珍しい靴アク

セサリー 

29 
イントゥス・HCN 

www.selfwalking.com 
機能性靴 膝関節の保護と歩行矯正機能、外反母趾予防 

30 
ナビジム 

www.sup1004.com 

子供用のアウトウ

エア 

子供用アウトドアシューズだけでなく、アウトドア

全品目を扱う、子供用の登山靴等 

31 
ロボス 

www.robos.kr 
機能性靴 

靴を履いたときの足の形状,傾き具合を X 線写真と

石膏で確認して作った靴。快適歩行 

32 
ヨンチャン・エコ 

www.xsole.co.kr/ 
インソール 衝撃吸収性と水虫予防 

http://www.a-pair.co.kr/
http://www.cottiny.com/
http://storefarm.naver.com/47b_ag
http://www.amubyamu.com/
http://www.j25museum.com/
http://www.jiscoglobal.com/
http://m.blog.naver.com/kaylada
http://www.twee.co.kr/
http://www.keyclue.com/
http://www.karis2020.com/
http://www.jdaul.com/
http://www.sooool.com/
http://www.selfwalking.com/
http://www.sup1004.com/
http://www.robos.kr/
http://www.xsole.co.kr/
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(５ページに参加申込書がございます) 

  

33 
ジムジュム 

www.zimzum.co.kr 

ファッションシュ

ーズ 
ファッションスニーカー、帽子、Ｔシャツ等 

34 
ハクサン 

www.haksanlimited.com 
スポーツシューズ 

GORE-TEX のような高機能性靴の製造に特化し、スポ

ーツシューズを専門に製造している 

35 
ヨンプン・ジェファ 

www.ypperfect.com 
作業靴、安全靴 

現場で働く方の足の安全を守る機能性安全靴、作業

靴、戦闘用ブーツ等 

36 
チュウォンテック 

www.jwtechco.com 
靴の生地 靴製造に必要な生地、革を販売 

http://www.zimzum.co.kr/
http://www.haksanlimited.com/
http://www.ypperfect.com/
http://www.jwtechco.com/
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* 商 談 申 込 書 * 

商談ご希望の ２０１６年１１月２９日火曜日 10:00～17:00 

企業

番号 
企業名 

10:00- 

11:00 

11:00– 

12:00 

13:00- 

14:00 

14:00- 

15:00 

15:00- 

16:00 

16:00- 

17:00 

        

        

        

        

        

商談希望のお時間に○印を付けて下さい。他社と重なった場合、合同商談になる場合も御座いますので、予めご了承ください。 

会社概要

        

御 社 名  
和文： 

英文： 

T E L  F A X  

所 在 地 
〒 

 

U R L http:// 

設立年度  従業員数  

資 本 金  年間売上  

業 種 
製造、商社、卸売、小売、サービス、その他

(     ) 

取扱品目  

関心品目  

参加者 

部    署  役    職  

お 名 前 
和文： 

英文： 

E- M a i l  
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ＯＭＭ２階 商談会場 案内図 

(４０社出展予定／企業別ブースは追って送達) 


