
発行日	 2016年10月1日
発行所	 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
	 〒658-0032		神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地

■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）
　MAIL:	kfm_fashion@kfm.or.jp

マッチング案件 マッチング結果

大阪の婦人服メーカー 国内で布帛・カットソーに対応できる縫製工場を
探していた。

大阪の縫製工場にコンタクト。サンプル製作を依頼
し、思い通りの仕上がりだったため、本生産依頼。

東京のインテリア雑貨メーカー 自社デザインのテキスタイルをプリントした麻生地
などで、トートバッグやポーチ、クッションカバー
などを国内の縫製工場で製造して卸しているが、
生産キャパを広げたいと考えていた。

愛知の縫製工場にコンタクト。商談の末、本生産
依頼が成立。

大阪の物流コンサルタント会社 開発したアパレルメーカー専用販売管理ソフトをレ
ンタル導入してくれる取引先を募集していた。

神戸のアパレルメーカーが、受発注管理など、効
率化を進めるために導入を検討。システムの使い
方セミナーの受講と物流センターを見学を経て、
システム導入のレンタル契約が正式に決定。

兵庫の介護パンツ企画製造会社 介護衣料パンツ生産にあたり、ストレッチ系素材生
地に和柄のプリントをお願いできる先を探していた。

大阪のプリント加工会社とマッチング。商談の末、
型製作を依頼。

【FASHION DATA BANK によるマッチング成立事例】

FASHION DATA BANK http://www.kfm.or.jp/fdb
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2014年6月にオープンしたファッションビジネス専門マッチングサイト
「FASHION DATA BANK」。
ファッションという専門性を持つサイトであること、また、インターネッ
トの利便性を活用しつつ、事務局が保有するデータベースもうまく活用
することで、他のマッチングサイトでは見られないマッチング率の高さ
に結びついています。KOBE FASHION PRESS 7号では、この独自の
マッチングシステム「FASHION DATA BANK」から実際に結ばれた縁、
そして、生まれた商品にスポットを当て、ご紹介します。

特集：ファッションビジネスマッチング
インターネットを利用した新しい販路開拓手段として、
登録者数、マッチング事例とも予想以上のハイペースで増加中！



「FASHION DATA BANK」から 
つながった理想的な縁
　ジェ マーシュ リブレモンが手掛けるふ
んどしランジェリーをシルクで作って欲し
い。このお客様の声が「FASHION DATA 
BANK」を利用するきっかけでした。それ
までは、綿100％のダブルガーゼを使用し
ていましたが、シルクは電磁波をカットす
ると聞き、「美肌と健康を叶えるランジェ
リー」という商品コンセプトにもピッタリ
だと思い、生産を決めました。生地も染工
場も納得できるものが見つかったのです
が、最後の難関が縫製でした。当初は海外
生産を考え、ベトナムまで工場を探しに行
きましたが、やはり日本製にこだわりがあ
り、縫製工場も国内で探すことに決めまし
た。でも、どうやって探していいか分から
ず困っていた時、たまたま訪れた神戸市役
所で、職員の方に紹介していただいたのが

「FASHION DATA BANK」でした。
　早速会員登録し、マッチング案件を掲載
したところ、事務局よりご紹介いただいた
のが、有限会社ロマン紳士服様でした。初
めて工場を訪れた時、金型を使わず、すべ
ての縫製を手作業で行っておられるのを
目にして、シルクの縫製は、ここにお願い
するしか無いと直感しました。「FASHION 
DATA BANK」が無ければ、ロマン紳士服
様とのご縁は生まれなかったので、登録し
て大正解だったと感謝しています。

日本のものづくりの良さを
海外にも伝えたい
　ロマン紳士服様にシルクの生地を送って
サンプルを仕上げていただいた時、その縫
製の美しさに感動しました。以前にサンプ
ルを作ったことのあるベトナムも、フラン
ス刺繍などを洋服に取り入れ、手先が器用
な国民として知られている国ですが、でき
上がったものを比べると、その差は歴然。
改めて日本の技術力の高さや仕事の繊細さ
を実感させられました。

　シルクは、縫製はもちろんですが、生地
の裁断や仕上げのアイロンなども非常に難
しく、プロの技術が無ければ商品として成
り立ちません。今後は、国内でも百貨店な
どで取り扱っていただけるよう働きかける
ほか、海外展開も視野に入れています。日
本のものづくりの質の高さを海外にアピー
ルするためにも、これからもロマン紳士服
様とのご縁を大切にしながら、協力して納
得できる商品を作っていきたいと思ってい
ます。

インターネットが結びつけた、    ファッションに関わる人や企業の縁。

人の縁で完成した、自分の理想のランジェリー

株式会社 Je	marche	librement	
（ジェ マーシュ リブレモン）　	

玉川 有希さん
美肌と健康を叶えるランジェリーの企画・販売
通販サイト
TEL:078-797-5584
http://librement-kobe.com/

FASHION DATA BANK から誕生したアイテム

女性が冷えやだるさといった不調を感じる原因のひとつが、「下着に
よる締め付け」です。下着の細いゴムはウエストやソケイ部を圧迫し、
リンパの流れを阻害します。女性用ふんどしランジェリーは、ゴムを
使用しない「ふんどし形状」のため、体を締め付けから解放し、リン
パや自律神経、ホルモンバランスの働きを促進させ、免疫力アップに
もつながります。身体に気を遣いたいけどオシャレもしたい！という女
性のため、デザイン性にもこだわった商品。男性用もあり、ご夫婦や
カップルでの愛用者も多数。肌に優しく柔らかく、まるで履いていな
いような、やさしい着け心地に包まれてみませんか？

女性用ふんどしランジェリー　
姫 -Hime- 艶 -Tsuya-（100％シルクサテン）

神戸セレクション９認定商品！

シルク製の「姫」と「艶」は、シルクの中でも最高ランクの6A
シルクを使用。5色、4サイズ展開で、バリエーションも豊富。

特集：ファッションビジネスマッチング



「FASHION DATA BANK」から 
新たに生まれた多くの縁
　有限会社ロマン紳士服は社名の通り、も
ともとブランド紳士服の縫製加工を中心に
行っていましたが、時代や景気の移り変わ
りとともに、紳士服市場は大きく様変わり
していきました。特にリーマンショックの
後、急激に仕事が減ったことがあり、本当
に苦しい時代もありました。このような経
験もあり、14 〜 15年ぐらい前から紳士服
にこだわらず、さまざまな洋服の縫製加工
を行うように心掛けてきました。
　「FASHION DATA BANK」は、昨年の3
月頃、新しい取引先を開拓したいと、イン
ターネット検索をしていた時にたまたま見
つけました。神戸市の外郭団体が運営して
いる安心感から、登録に迷いはありません
でしたし、登録後の事務局の対応もとても
早かったです。そこから「FASHION DATA 
BANK」を通してさまざまな仕事依頼をい
ただいていますが、気づけば「FASHION 
DATA BANK」でマッチングした取引先が、
古くからの取引先より多くなっていました。

新しい仕事を楽しむ気持ちが 
次の縁につながる
　「FASHION DATA BANK」に登録して
から、実に多様な会社様から仕事の依頼が
入るようになりました。中には、うまく成
立しなかった案件もありますが、ジェ マー
シュ リブレモン様のシルクランジェリー
のように、今まで経験のないジャンルや素
材を扱う機会も増え、仕事の幅が大きく広
がりました。リブレモン様からご依頼いた
だいた際も、シルクのようなデリケート
な素材を扱う自信はありませんでしたが、
チャレンジのつもりでお引き受けしまし
た。新しい仕事に取り組む際は、もちろん
苦労もありますが、逆に面白みもあり、紳
士服を作っていた時には味わえなかった高
揚感もあります。今は、皮製品以外であれ
ば、どんな依頼でも1度はチャレンジして
みようというポリシーで、服づくりに取り
組んでいます。
　ファッション業界には、大量生産が目的
の工場は、国内・海外を問わずたくさんあ
りますから、私たちのような小さな工場が
生き残るためには、小ロット対応や仕事の
スピード感がカギになると考えています。
取引先の開拓にインターネットを活用す
ることもその一つですが、これからも、攻
めの精神、柔軟な姿勢を持ち続け、多様な
ものづくりに挑戦していきたいと思って
います。

インターネットが結びつけた、    ファッションに関わる人や企業の縁。

インターネットが広げてくれた、仕事の振り幅

有限会社ロマン紳士服

片岡 正さん
紳士服・婦人服・ユニフォーム等の縫製加工
〒596-1841 大 阪 府 岸 和 田 市八 田 町418  
ビジネスライク102
TEL:072-425-4105

産後下着が合わなくなって困っていた時、友人から教えられたふんどし
パンツを自作して試すと、履き心地が楽なのはもちろん、血流が良くな
り、肌がツルツルになったり黒ずみが取れたり、その変化に驚きました。
でも、残念なことに、当時かわいいデザインのものが無く「ふんどしパ
ンツの良さを多くの人に知ってもらうために、イベント販売用にかわい
いデザインで作ってほしい」と友人から頼まれ、デザインして製図を書
き起こし、 シンプルでありながらかわいいデザインに仕上げ、ふんどし
ランジェリーとして販売を始めたのが、姫シリー ズ、艶シリーズです。
神戸セレクション9にも選んでいただき、売上も上がっているので、手
応えを感じています。ふんどしはダサい! というイメージを覆し、女性
のテンションを上げてくれるランジェリーだと思います。 

シルクは、すべすべとした独特の質感でツルツルとすべるので、まず
裁断が大変難しいです。切るのが難しいものは縫製も当然難しく、生
地にミシンの調子を合わせる大変繊細な作業に時間がかかり、苦労
している部分です。
ただ、商品を開発する人には、それぞれに強い「思い」があります。生
産にあたって、玉川さんから商品の説明をお聞きした時にも、それは
ひしひしと伝わってきました。
そんな玉川さんの気持ちも汲み取りながら、商品として世に出ていっ
た時に、お客様に喜んでいただけることはもちろん、作った人が誇り
を持つことができ、思いを伝えることができる商品を提供したい。そ
んな気持ちで、1枚1枚丁寧に仕上げています。

●玉川さんの商品への思い ●片岡さんの商品への思い

ロマン紳士服で縫製を行っている犬用コスチューム。この商品
も「FASHION	FATA	BANK」がつないだ縁から誕生した。

特集：ファッションビジネスマッチング
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革靴をとことん楽しむための 
快適ソックス
　こうべくつ家で作っているハンドメイ
ドの革靴は、革の持つ吸排出性や耐久性を
活かしながら、靴の履き心地に関しても、
できる限りの工夫を行っています。その上
で、より快適性を求めた場合、靴自体で実
現するのは限界があり、それなら、足に直
接触れる靴下を追求していこうと考えたの
が、オリジナルソックスを作るきっかけで
した。
　革靴は、底が厚ければ問題ありません
が、薄い革底の場合、長時間歩くと足の裏
に負担がかかり、やがて痛みにつながりま
す。そうなると革靴のオシャレが楽しめな
くなるので、しっかりとしたクッションが
ありながら、見た目はスマートな靴下を頭
に描いていました。さらに、夏でも冬でも
1年を通して快適に履ける靴下。それが私
の作りたかった理想の靴下でした。

人の感性と豊富な情報が生む 
理想のマッチング
　ところが、約1年半懸命に探しても、理
想の靴下を作ることができる工場が見つか
らず、焦りました。ソックスの形はそれほ
ど特殊なものではありませんが、神戸の一
靴工房が販売するものですので、小ロット
での生産が可能なこと、また、アウトラス
トという特殊な素材を使用して作ることが
できること。この2点の条件に合う工場を
見つけることは、とても困難でした。
　人にもいろいろと相談しましたが、自
分一人で得られる情報量には、やはり限
界を感じました。そんな時、「FASHION 
DATA BANK」がオープンしたと連絡を
いただき、藁をもすがる思いで会員登録
させていただきました。すると、担当者様
からまずは奈良で1社、次に大阪で1社、
生産工場をご紹介いただき、2回目に紹介
していただいた工場と、商談がうまくま
とまりました。

インターネットを活用した豊富な情報量
に加えて、こうべくつ家の商品や私の思い
を理解し、それにピッタリな工場を紹介し
てくださった担当者様の感性。いわゆるデ
ジタルとアナログが融合したような独自の
マッチングシステムが、新商品を誕生へと
導いてくれたように感じています。

インターネットの情報量と人の感性が
ミックスしたマッチング

こうべくつ家	

森田 圭一さん
ハンドメイドシューズ、オリジナルソックス製造・
販売
〒654-0055
神戸市須磨区須磨浦通5-5-24 1F
TEL:078-732-7740
http://www.kutsuya-koubou.com/

FASHION DATA BANK から誕生したアイテム

NASAのために開発された「アウトラスト」は、炎天下や極寒の環境でも、人間
が一番快適だと感じる31〜 33℃をキープする最先端の温度調節素材です。2
〜 30ミクロンの小さなマイクロカプセルに入ったパラフィンワックスが、体の余
分な熱を吸収するとともに、寒くなると蓄えていた熱を放出し、快適な体感温度
へとコントロールしようとします。このアウトラスト36％配合の生地を使用し、
足底部分にはしっかりとクッション性を持たせながらできるだけ薄く、履口部分
は柔らかくして夏でも快適に履けるソックスです。

このソックスは、履いた時のカッコ良さと足の快適さを両方満たしてくれます。
もちろん、ハンドメイドの革靴をより楽しんでもらうためのアイテムですので、靴
とセットで個性やオシャレを楽しんでもらえるとうれしいです。

●森田さんの商品への思い

アウトラスト使用 くつ家オリジナルソックス

完成したオリジナルソックスは、既に完売間近のため、近く、
色などのバリエーションを増やした第2弾を生産予定！

特集：ファッションビジネスマッチング


