
“洋服を着る人それぞれのライフスタイルを素敵に演出する”
をコンセプトに、ファッションに携わるモノや雰囲気を提供

FASHION DATA BANK とは
「FASHION DATA BANK」は、株式会社神戸商工貿易センター 神戸
ファッションマートが運営する、ファッション業界に特化した会員
制のビジネスマッチングサイトです。取引先拡大やビジネスパート
ナーを探したり、募集するときに活用することができます。
6 月 1 日のサイト正式オープン前でも、ビジネスマッチング先や取
引先開拓のご希望をいただきましたら、神戸ファッションマートが
独自にご紹介させていただきますので、まずは会員登録をお願いし
ます。
※ご希望に添えない場合もございます。ご了承ください

FASHION DATA BANK の特徴

●ファッション業界に特化したマッチングサイト
FASHION DATA BANKの最大の特徴は、ファッション業界に特
化したマッチングサイトであること。ファッション業界の人の交流
を促進し、ネットワークを広げていただくことで、ファッション業
界の活性化、発展に貢献することを目的としています。

●会員登録のみで無料で利用可能
本マッチングサイトは、ファッション業界の方に会員登録していただ
くことで、無料でご利用いただけます。取引先拡大やビジネスパート
ナー探しのためのツールとして、お手軽にご利用いただけます。
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FASHION
DATA BANK

ファッションビジネス専門マッチングサイト

2014年6月OPEN（予定）
会員登録受付中！
http://www.kfm.or.jp/fdb/

→P2の関連記事もご覧ください



KFM サポートオフィス 検索078-857-8001神戸ファッションマート詳しくはお問い合わせください

KFMサポートオフィス
オフィス入居者募集!
専門家によるビジネス無料相談など、支援サービスが行き届いたオフィスでビジネス展開を！

【 入 居 対 象 者 】

【 賃 料・ 共 益 費 】
【 敷 金（ 保 証 金 ）】

成長性・将来性がある、創業前〜創業（第2創業含む）概ね10年以内の企業
もしくは法人化予定の個人　※入居には書類および面接による審査がございます
月額4,000円／坪（税抜）
月額賃料・共益費の3ヶ月分（敷引きなし）

上記低廉な家賃に加え、ビジネスに必要なさまざまなサポートメニューを提供します！

FASHION
DATA BANK

ファッションビジネス専門マッチングサイト

「FASHION DATA BANK」は、以下の手順にそってご利用いた
だけます。まずは会員登録が必要となりますので、FASHION 
DATA BANK （http://www.kfm.or.jp/fdb/）へアクセスの上、
会員登録をお願いします。
※会員登録は無料です。

まずは会員登録を！

FASHION DATA BANK を利用するには

こんな方にお使いいただけます

① FASHION DATA BANK （http://www.kfm.or.jp/fdb/）にアク
セスし、会員登録する。

③ IDとパスワードを使って、FASHION DATA BANK にログイ
ンしていただくと、ビジネスパートナー募集の詳細情報を
閲覧したり、逆にビジネスパートナーを募集する案件情報
をサイト上に登録したりすることができます。

②会員の方には、当サイトにログインするためのIDとパスワー
ドを発行します。
※パスワードは、会員登録の際に4 〜 16 桁の英数文字を、ご自身で入力

いただきます。入力いただいたパスワードは、忘れないように保管してく
ださい。

※サイトオープン前に会員登録された方には、オープン直前にあらためて
IDとパスワードをメールにてご連絡させていただきます。

●ビジネスパートナーをお探しの方に
●販路を拡大したい方に
●自分（自社）の技術・サービスを PR したい方に

神戸ファッションマートによる
過去のマッチング事例

技術力の高いサンプル縫製会社をご紹介し、商談が成立。

情報掲載先：アパレルメーカー 
掲載内容：サンプル生産先募集
高級婦人服を作成するのに関東方面の工場でお願いしているため、関
西方面で品質の高い縫製ができる工場を探しています。但し、オーダー
は1型10着以下。お客様に応じてお直しが発生する場合があり、それも
含めて対応できる会社を探しています。

事例１

製造小売業様をご紹介。条件など、詳細が合意したため、出店が決定。

情報掲載先：ファッションビル
掲載内容：テナント募集
建物リニューアルにつき、店舗入替を検討しています。
婦人雑貨を中心とした良いショップ様があればぜひ入居していただきたい。
審査等がございますので、ご希望の店舗様があれば、まず、お問い合わ
せいただきたい。

事例２

レディスTシャツ取扱い企業を紹介。品質確認、面談後、商談成立。

情報掲載先：化粧品通販会社
掲載内容：取扱商品
現在、自社ブランド化粧品のネット販売を手掛けています。
将来的に婦人雑貨などの販売にも手を広げていきたいため、弊社のコ
ンセプトに合う商材を取り扱っておられるメーカー様があれば、紹介し
ていただきたい。

事例３
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予定

〈こんなことでお困りの方は、是非ご登録を！〉
●小ロット生産してくれる工場がみつからない
●手ごろな展示会場が見当たらない
●少し特殊な技術を持った工場を探している
● Web ショップを運営しているが、合同販売会などにも
　出店したい



出 展 概 要 ファッションワールド東京２０１３ 秋
2013年10月9日㈬～11日㈮　東京ビッグサイト 東展示棟

次回出展予定 ファッションワールド東京２０１４ 秋　
主催：リードエグジビションジャパン株式会社
場所：東京ビッグサイト　東展示棟
※出展募集開始時期：2014 年４月上旬予定

日時：2014 年 10 月 20 日 ( 月 ) ～ 22 日 ( 水 )

開 催 状 況 ◦出展社数：410社
◦来場者数：15,209人

R E P O R T

　2013 年10月9日（水）〜11日（金）に東京ビッグサイトで開催された「ファッ
ションワールド東京」に、神戸ファッションブースを出展しました。
　神戸ファッションブースは、長年「インターナショナル・ファッション・フェア
（ＩＦＦ）」に出展してきましたが、ＩＦＦ以外の合同展示会への出展は初めて
でした。トータルの商談件数については、前回出展した2013年1月のIFF出展
時よりも増加しました。なかでも、ブランドの世界観を上手く演出されていた
㈱ＭＩＬＬＹさまのブースは、多くの来場者で賑わいました。また、神戸ファッ
ションブースの出展社からは「神戸の企業がひと塊で出展することで、会場の
良い場所に出展できる等のスケールメリットがあり、大いに出展の価値があ
る」「開催期間中に全くお話していない先から開催後日に連絡があり、商談に
結び付いた」等の声も聞かれました。

募集社数：８～10 社程度

ファッションワールド東京 2013 秋に
神戸ファッションブース出展

詳細は神戸ファッションブース公式ホームページをご覧ください 。

http://www.kfm.or.jp/f b/kobe-booth/ 神戸ファッションブース 検索

神戸ファッションブース概要
レギュラーブース（サイズ：3 ｍ ×2.7 ｍ）　385,000 円（税抜）
※年商 10 億円以下の神戸市内の事業者さまに限り、上記出展料のうち１社あたり 70,000 円を補助いたします。
※出展料の補助は、出展回数４回までに限定させていただきます。

平場ゾーン（サイズ：3 ｍ ×1.35 ｍ）　150,000 円（税抜）
※上記ゾーンについて補助等はございません。



人に悦んでもらうことが、仕事の原点
　私は、神戸のセレクトショップのバイヤー
出身です。自分がいいと思うファッションを
ご提案して、お客様に満足感を得ていただく
こと。これがバイヤーとしてのやりがいであ
り、また、楽しみでもありました。そこから、
もっといいものを提案したい、提案したいも
のが無いなら自分で作ればいいという思い
が強まり、現在の「Thee Trio」にたどり着き
ました。
　創業前、神戸ファッションマートさんが
共催されている「ドラフト！」にエントリーし
たことがきっかけで、2010 年の創業年には

「IFF」にもお誘いいただきました。地元であ
る神戸に拠点を持ちたいと思い立ち上げたお
店ですが、結果として多くの方に創業を支援
していただく形になり、大変恵まれた中でス
タートを切ることができたと感謝しています。

アトリエショップという空間をご提供
　もともとは、商品企画と卸というスタイル
からスタートしましたが、洋服は試着なしで
は最善のご提案ができないことから、ファッ
ションとライフスタイルの提案拠点として、地
元・神戸に「Thee Trio」を開設しました。単
なる店舗ではなく、アトリエを併設した「ア
トリエショップ」がコンセプトで、店舗とモノ
づくりの現場を融合させた空間を、皆様にご

提供したいと考えています。
　「Thee Trio」に来ていただく方には、商品
はもちろんですが、まるで美術館にいるかの
ような感覚で商品をしっかり吟味いただける、
心地よい空間も楽しんでいただきたいという
のが私の理想です。商品を作った人間と接す
ることで、商品への愛着が深まったり、密な
人間関係に発展したりすることを大切にした
いと思うのは、今まで培ったバイヤーの感覚
が大いに影響しているのかもしれません。

シンプル イズ ベスト
　「Thee Trio」の商品は、シンプルな洋服が
主流です。単にシンプルではなく、シンプルな
中に着る人の雰囲気を醸し出す “ プラスアル
ファ ” を加えた洋服が Thee Trio 流。例えば
ウエストを数ミリ絞ることで、着る人の体型に
ピッタリ合い、品のあるシルエットが完成する。
そんな洋服をご提案しています。素材は、毎
日着たくなる洋服をコンセプトに、肌触りの良
さにこだわってセレクトしています。

　お客様からは、Thee Trio の服を着ると、着
心地は楽で快適なのに、シルエットには品の
良さが現れ、どこか雰囲気のある着こなしに
なる、というご意見をよく頂戴します。そうい
う声を聞けた時が、何よりもうれしい瞬間です。
　最近は、洋服に限らず、靴やストールなど
のファッション小物や、コーヒー豆、ビール
など、私自身がお勧めするライフスタイルを
豊かにしてくれる商品も増えてきました。も
し、「Thee Trio」に興味をもっていただけたら、
お 気 軽な 気 持ち
でアトリエショッ
プ を の ぞ いて い
ただきたいと思い
ます。

ファッション業界を盛り上げる【神戸のクリエーター】

INFORMATION  インフォメーション

■ＫＦＭ“ 市 ”クラブ
開催日時：４月12日㈯・13日㈰
会場：神戸ファッションマート（KFM）
「KFM“市”クラブ」は、ファッションメーカーを中心
とした、会員制の合同直売スペシャルプライスセー

ルです。年4回開催、１開催あたり約15,000人のお
客様が来場されます。会員登録、ご出店について
は、お気軽にお問い合わせください。

【市クラブ公式 HP】http://www.kfm.or.jp/club/

■ 神戸クラフツアーケード vol.6
開催日時：５月24日㈯ 11:00 〜18:00
会場：神戸元町４.５.６丁目商店街
神戸元町６丁目商店街にて定期的に開催される
雑貨・アクセサリーなどハンドメイドで製作され
た作品・商品のマーケット。神戸を中心とした多
数のクリエーターが自慢のアイテムを出展する他、

フードブースやワークショップなども開催していま
す。今回は元町商店街一番街【食の甲子園】と
同時開催となり、元町商店街の端から端までが
賑わいます。５月24日は、ぜひ元町商店街へ足を
お運びください。

【神戸クラフツアーケード HP】http://kobe-crafts.com/
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■お問い合わせ先：営業部 営業１課
　TEL 078-857-8001（9:00～17:30 ※土・日・祝祭日除く）
　kfm_fashion@kfm.or.jp

Thee Trio 代表
隅野 由征（Yoshiyuki Sumino）さん

ファッションウェア＆ライフスタイルグッズ 企画・販売
〒650-0024
神戸市中央区海岸通4-3-20甲南ビル302
TEL：078-201-8605
URL：http://theetrio.com

Thee Trio OFFICE DATA

“洋服を着る人それぞれのライフスタイルを素敵に演出する”
をコンセプトに、ファッションに携わるモノや雰囲気を提供
2010年にスタートした「Thee Trio」は、代表である隅野さんが、本当にお客様におすすめしたい
ファッションや雑貨などを集めたショップ兼アトリエ。バイヤー出身の隅野さんならではの感性とセ
レクトセンスのファンという方も多数いらっしゃいます。隅野さんが考える「いいモノ」とは？ そして

「センスあるライフスタイル」とは？ 「Thee Trio」の世界をご紹介します。


