
ここにしか無い靴、ここでしか作れないもののオンパレード
作り手の遊び心がつまった、ハンドメイドシューズ

【まずはご登録を】登録・利用料無料

こんなことでお困りの方は、ぜひご登録を 6月オープンからのマッチング事例

① 「FASHION DATA BANK」（http://www.kfm.or.jp/fdb）にアクセスし、会員登録する。
② 当サイトを利用するためのIDとパスワードを発行。
③ IDとパスワードでログインしていただき、マッチングサービスをご利用ください。
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FASHION DATA BANK

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、国内の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。6 月のオープン以
来、利用者の方には大変好評をいただいており、マッチングも続々
と成立しています。
登録・利用料は無料です。まだ、登録されていない方は、ぜひとも
この機会にご登録ください。

FASHION  
DATA BANK

ファッションビジネス専門 
マッチングサイト

→P2の関連記事もご覧ください

小ロットで対応してくれる
テキスタイルメーカーを
紹介して欲しい

展示会用サンプルを
制作してくれる
工場を探している

希望条件に合う
国内縫製工場が
見つからない

百貨店などの
催事に出店したい

Thanks!

●小ロット対応の国内縫製工場での本生産決定
アパレルメーカー（神戸） × 布帛・カットソー縫製会社（大阪）

●婦人靴のOEM生産に向けた企画・開発着手
シューズＳＰＡ（東京） × シューズメーカー（神戸）

●販売催事出店決定
アクセサリーメーカー（西宮） × 百貨店（京都）

●本生産に向けたサンプル制作受注
布帛・カットソー縫製会社（大阪）×アパレルメーカー（神戸）

●オリジナルソックスの生産に向けた企画・開発着手
ハンドメイドシューズメーカー（神戸）×靴下縫製会社（奈良）

http://www.kfm.or.jp/fdb

続々とマッチング成立！

登録
利用料
無料



インテリアファブリックの魅力をワンピースで伝える

　私は15 年来、一級建築士として建築の世界で仕事をしていま
す。建築物の内装を考える際に、ヨーロッパのさまざまなインテ
リアファブリックに出会い、その美しさに魅了されていきました。
これをワンピースにしたら素敵だなぁという思いから、初めは自分
のワンピースを作っていたのですが、これをより多くの女性に紹介
したいという気持ちが強くなり、昨年、ワンピース shopスカーレッ
トを立ち上げました。
　今は、建築士事務所にて、季節に数回の販売会を行う程度です
が、東京の自由が丘でウィークリーショップを開催するなど、少し
ずつスカーレットの商品を紹介する機会を作っています。大変あ
りがたいことに、口コミで評判が広がりつつあり、リピーターの方
もいらっしゃいます。完全オリジナルデザインのため、大量生産
はできないのですが、ご自分の魅力を引き出す一着を探す方々の
間に少しずつ広がっていけばと思います。

海外だけでなく、国内の生産拠点を持つために

　ワンピースの生産は、インドネシアにあるバリのテーラーで、1
着ずつ丁寧に行っています。ただ、生産体制が 1 箇所のみ、し

かも海 外ということになる
と、生産を急ぐ場合やまと
まった数の発注があった場
合に不安だったこともあり、
国内でも生産体制を持ちた
いと考えていました。
　建築の世界に身を置いて
いる人間ですから、いざ国
内で縫製工場を探そうとし
ても伝手もなく、 どうすれ
ば いいか 悩んでいる時に、
たまたまインターネットの
検 索 で、「FASHION DATA 
BANK」 を 見 つ け まし た。
そこで、 メールを送ったと
ころ、すぐに担当者様から
ご連絡をいただくことができました。そこからスタートして、打
ち合わせ、サンプル作成、30 着の本生産とスムーズに交渉が
進み、ぜひ出展したいと考えていた「ファッションワールド東京
2014 秋」にも生産が間に合い、合同展示会に初出展すること
が叶いました。

入口はインターネット、出口はフェイス・トゥ・フェイス

　最近、ネット上でマッチングサイトというものをよく見かけま
すが、顔が見えないネット上だけのやりとりでビジネスを進めて
いくことに、 大 変不安を抱 いていました。 その点、「FASHION 
DATA BANK」は、ネット上の登録や検索といったデジタル面で
のサービスだけでなく、実際に神戸ファッションマートの担当者
様が事務所まで足を運んでヒアリングをしてくださるなど、直接、
顔を合わせてサポートしていただけることに、大変安心感があり
ました。
　また、紹介企業様へも同行していただけるなど、しっかりとフォ
ローしていただいたお陰で、業界に詳しくない私でも、国内生産
にこぎつけることができました。対応も丁寧かつ大変スピーディー
で、「FASHION DATA BANK」を利用することで、私の夢がまた一
つ、現実へと変わりました。

1 面でご紹介した通り、神戸ファッションマートでは、ファッション関連企業に向けたサービスの一つとして、取引先の開拓やビジネス
パートナー探しに活用できる、ファッションビジネス専門マッチングサイト「FASHION DATA BANK」の運用を 6 月から開始しました。
開設から約半年間ではありますが、本サイトを活用することで、マッチングが続々と成立しています。今回は「FASHION DATA 
BANK」を利用し、ビジネスマッチングを成立させたワンピース shop スカーレット様の事例をご紹介させていただきます。

ワンピース shop スカーレット　藤本 美樹さん

BUSINESS MATCHING

人と人のつながりを大事にした安心のマッチングサイト

P I C K  U P

展示会でも好評だった、国内の生産体制で初めて誕生したワンピース

ワンピース shop スカーレット
オリジナルワンピースの企画・販売
〒 657-0064 神戸市灘区山田町 2-5-11  
一級建築士事務所 CREATION bee 内
TEL: 078-763-6688
URL: http://scarlet-kobe.com/

ヨーロッパのインテリアファブリックやジャワ更紗など、 
素材の魅力を活かしたオリジナルワンピース



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

月額賃料・共益費の3ヶ月分（敷引きなし）

月額4,000円／坪（税別）

上記低廉な家賃に加え、合同展示会出展料や楽天などの
出店費用を一部補助するメニューもございます。

R E P O R T

ファッションワールド東京2014秋に
神戸ファッションブース出展

出 展 概 要 ファッションワールド東京2014秋
2014年10月20日(月)～22日(水)
東京ビッグサイト　東展示棟

開 催 状 況 ◦出展社数：610社
◦来場者数：19,047人

2014 年 10 月 20 日㈪〜 22 日㈬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 2014 秋」に、神戸ファッション
ブースとして出展しました。
同展示会への出展は昨年に引き続き、２回目となりました。今回
は、開催スタートが月曜日ということもあり、来場者数は期待し
ていたほどではありませんでしたが、そんな中でも神戸ファッ
ションブースの各出展者さまは健闘されていました。

Calm Down

MILLY H.coatワンピース shop スカーレット

NAVY SALT STORE



靴作りとハンドメイドの魅力
　私と靴との出会いは18 歳。15 歳でパンク
ロックに出会い、ミュージシャンを目指しな
がら、平行して勤めていたのが靴の世界でし
た。18 歳で靴の販売を経験し、売るよりも
作りたい気持ちが募って靴メーカーに転職
したものの、中国の安価な靴に押され業界
全体がゆるぎだし、一時は見切りをつけた方
がいいのかと迷っていました。そんな時、私
のハンドメイド好きを知る先輩から西成製
靴塾の存在を教えられ、もう一度だけ、ハン
ドメイドという形で靴づくりを極めてみよう
と思ったことがきっかけで、どっぷりとハンド
メイドの世界にはまっていきました。
　靴のメーカーでは企画・デザイン・製造と
それぞれの工程を別々の人間が担当し、一つ
の靴を作り上げていくわけですが、その工程
を全部一人でやれるところに、ハンドメイド
の面白さがあります。一人でやることで、色や
ステッチ、飾りなど、お客様の個性や好みに
合わせて、少しずつ違う靴が出来上がってい
く楽しさを知ってから、ハンドメイド靴工房

「こうべくつ家」を立ち上げ、気がつけばあっ
という間に7年も経っていたという感じです。

既成概念にとらわれず、創作を楽しむ
　靴は洋服とは違い、サイズが大きくても小
さくても履くことができず、緻密なフィッティ
ング性能が求められる世界です。それが大
前提にありながらも、その中でいかにデザイ
ンという遊び心をプラスできるかを追求して
いるのが「こうべくつ家」の靴だと思います。
　 製 造 工 程 などには、
当然守るべきルールが
存在します。しかし、そ
れだけでは楽しくない
ので、時にその順 番を
少しだけ入れ替えてみる
といった、遊びや自由を
入れてみる。それによって、全く新しい商品
が出来上がったりするわけです。他店で作る
ことのできる靴は、ここで売らなくて良いと
思っているので、既成概念にとらわれず、靴
づくりという創作を楽しむことに全力を傾け
ています。実際、この工房にある靴は、作り
手が楽しんで作った靴ほど、いい靴に仕上
がっているような気がしますね。

ビジネスの形にも常に新しさを
　「こうべくつ家」はハンドメイドの靴をつく
る工房ですが、今取り組んでいるのが靴下づ
くりです。革靴は、吸排出性や耐久性に優れ
ていますが、人によってより高いクッション
性を求められることもあります。その要望を
靴下でカバーしたいと思ったのがきっかけで
す。もちろん、靴下製造はアパレルの世界に

なるので、どこにオーダーしていいか見当が
つかず、途方にくれていた時、神戸ファッショ
ンマートがビジネスマッチングサイトを立ち
上げられたため、すぐに登録して活用させて
いただきました。自分たちの考える靴下を製
造できる会社があっという間に見つかり、も
うすぐサンプルが完成する予定です。オリジ
ナル靴下とハンドメイドの靴がどのようなコ
ラボレーションを見せてくれるのか、今から
とても楽しみです。
　工房の形も、今の形にとらわれず、その
時々の自分の感性に合わせて、変化させて
いければいいと思っています。近く、タイの
デザイナーと一緒に新しいブランドも立ち上
げる予定です。これからも「面白そう」とひら
めいたことはできるだけ形にしたいですし、
柔軟性を失わず、楽しんで創作活動を続け
ていきたいと思います。

神戸ファッション業界を盛り上げる【ファッションクリエーター】

INFORMATION  インフォメーション
■ＫＦＭ“ 市 ”クラブ
開催日時：2014年12月6日㈯・7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/

■ IPO チャレンジオフィス（第２回募集）
募集期間：2014年10月20日㈪～12月22日㈪
面談審査：2015年1月31日㈯予定
IPO チャレンジオフィスとは、創業前〜創業（第
2 創業含む）概ね10 年以内の法人もしくは法人
化予定の個人を対象に、特別家賃（月額 2,000 円／坪）と上場サポートメ
ンバーとの連携で、株式上場を強力に支援する入居制度です。
【応募方法】募集要項を下記URLからダウンロードし、事前予約の上、必要書
類を当社事務所まで持参してください。　http://www.kfm.or.jp/office/ipo
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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

kokochi sun3

森田 圭一（Keiichi Morita）さん

ここにしか無い靴、ここでしか作れないもののオンパレード
作り手の遊び心がつまった、ハンドメイドシューズ
テレビや新聞などのメディアにも数多く取り上げられ、神戸のファッション業界を常に盛り上げて
おられる「こうべくつ家」の森田さん。とにかく創造することが大好きで、靴づくりだけにとどまら
ず、自身の琴線に触れたことは何でも形にしてしまう行動力の持ち主。そんな森田さんにハンドメ
イドへのこだわりや今後のビジョンについて語っていただきました。

ハンドメイドシューズ製造・販売
〒654-0055　神戸市須磨区須磨浦通5-5-24 １F
TEL：078-732-7740
URL：http://www.kutsuya-koubou.com

kokochi sun3 直営店 SHOP DATA


