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東大阪などの中小６社、ギャルママ向け商品８月発売
2012/7/25 0:24
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大阪府東大阪市と大阪市の中小企業６社は「ギャルママ」と呼ばれる若い母親とその子供向けの
共同ブランド「ＧＭＫ」を立ち上げた。８月２日からインターネットを通じて販売する。第１弾として三輪
車やランチボックスなど87アイテムを用意。中小を取り巻く環境が厳しさを増す中、異業種がそれぞ

主な市場指標
日経平均(円)

日経平均について（銘柄一覧）

18,785.79 +200.59 26日 大引
NYダウ(ドル)
18,224.57 +15.38 25日 16:32
ドル/円
118.95 - .98 +0.13円安 26日 15:20
ユーロ/円
135.18 - .22 +0.05円安 26日 15:20
長期金利(%)
0.335 ±0.000 26日 14:57

れの強みを持ち寄って新市場を開拓する。
参加するのは生活雑貨のカワキタ（大阪府東大阪市）、携帯電話装飾品のサンクレスト（同）、紙
製品のマツダ紙工業（同）、幼児用乗り物のエム・アンド・エム（大阪市）、ジュエリーケースのツバサ
ケース（同）、展示会内装を手掛ける沖装（同）の６社。
10代後半から20代の母親約350人の意見を参考に商品開発。ランチボックスや段ボール製タンス
にはヒョウ柄などギャルママが好むデザインを採用した。価格は368～8190円。来春に商品数を150
～200に増やす。初年度売り上げ目標は5000万円、３年後に２億円を目指す。
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GMK、マツダ

河合塾の各校舎で入塾説明会開催中！保護者の方もお気軽にお越しください。

始めよう、電子書籍！＜無料で読める本＞でお試し
ください。【日経ストア】

猫×窓の「ねこまど」写真を公開中！今年も可愛らしい作品が続々登場/YKK AP
88,000人突破！無料で分かる“あなたの適正年収”【日経キャリアＮＥＴ】
派遣業界専門、管理システムの実質スタンダード【ビジネスアプリケーション】
PCを強制的にシャットダウン。システムが不必要な残業抑止！ 富士通エフサス
「あなたのお家、今いくら？」⇒60秒カンタン入力【不動産無料査定】ノムコム

アクセスランキング

（2/26 15:00 更新）

売り手市場なのに復活する「学歴フィルター」
日本企業よりたたかれる 台湾の大手、中国で
悪者扱い
2050年宇宙の旅 夢かなえる天空へのエレベ
ーター

主要ジャンル速報
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企業

黒田日銀総裁、日銀のバランスシート拡大「...

大塚家具社長、大株主への接触「すでにして...

みずほ、北米企業融資開拓 英ＲＢＳの債...

車８社国内生産、１月は10.3％減 前年...

成田空港、着陸料１年無料に 新規就航会...

大塚家具社長「社業の安定、発展が私の責務...

石田・日銀審議委員、追加緩和に慎重姿勢

宇部興、山本専務執行役員が社長に昇格 竹...

石田日銀審議委員、政策変更「2%の達成...

ホンダ１月生産、国内38.1％減の６万台...

海外投資家、日本株を２週連続買い越し 1...

みずほ、北米企業融資開拓 英ＲＢＳの債...

国際

政治

[FT]ＨＳＢＣ幹部、疑惑を払拭できず（...

文科相、違法献金を否定 「政治団体に当た...

[FT]豪、中国人の不動産購入対策で新税...

秘密保護法の運用監視委員 衆院、額賀氏ら...

国際機関への就職、外務省が後押し 面接...

官房長官、下村文科相の政治資金問題「十分...

朝鮮半島に送電推進 ロシア、北朝鮮とビ...

黒田日銀総裁、午前に衆院予算委、午後は...

ＦＲＢ議長「低インフレで利上げも」 物価...

「歯止め」の国会審議なく 他国軍に物資...

「伝説の狙撃手」殺害で終身刑 映画ヒット...

他国軍に物資 協定不要に 政府、自衛隊...

株・金融

スポーツ

東証大引け、反発 先高観強く15年ぶり高...

なでしこジャパン、上辻らを追加登録 アル...

新興株26日、ジャスダックは７日続伸 ８...

錦織が８強入り メキシコＯＰテニス

ＪＰＸ日経400大引け、反発 125ポイ...

イスタンブールは断念か 24年五輪招致で...

日経平均大引け、反発 200円高、先高観...

竹内ら４人全員本戦へ 世界選手権ジャンプ...

東証14時、高値圏でもみ合い 三菱ＵＦＪ...

「リオ五輪、国全体が支えている」 ＩＯＣ...

外為14時 円、118円台後半でもみ合い...

ダルビッシュ、打者相手に30球 大リーグ...

社会

新製品

セクハラ処分は妥当 大阪・海遊館職員の上...

後部座席に一段とゆとり メルセデス・ベン...

「お家騒動」にならないために
マイクロソフトの苦境をなぞるグーグル
もっと見る

人気連載ランキング

2/26 更新

革新力 The Company
私の履歴書
春秋
保存記事ランキング

2/26 更新

太陽光買い取り価格、下げ幅最大
共働き増、専業主婦消える？
日立、2500億円で伊社鉄道事業買収合意

おすすめ情報
国公立大2次試験の問題・解答を速報
なぜ酔っ払いは同じ話を繰り返す？
不在時の配達は「ヤマト運輸が悪い」
年収2000万円期待 エンジニア募集
女優から転身 ＮＹ大でＭＢＡ
堀江貴文は「家に住むことをやめた」
美味しい料理はゆったり個室店で
新築なのに基礎部分に異常なヒビ割れ

文科相、違法献金を否定 「政治団体に当た...

ビジネスバッグ、雨から荷物守る エース

川崎中１殺害、ＬＩＮＥの知人ら特定へ 通...

ハイレゾ対応のカーナビ ＪＶＣケンウッド

沖縄防衛局、辺野古に作業船搬入 調査再開...

特産フルーツ４種の「ハイチュウ」 森永製菓

東京・渋谷区、同性カップルに証明書 生...

プリン体・糖質ゼロの第三のビール

福島第１の汚染雨水 東電、ポンプ設置し港...

「ドラクエ」シリーズの最新作 スクウェア...

おくやみ一覧はこちら

人事一覧はこちら

地域
北海道

北海道の企業、株主優待を拡大 株価上昇に即効性 （10:34）

東北

青森銀頭取に成田氏 人口減「課題解決を支援」 （10:37）

関東・甲信越

長野の自治体、地中熱利用の冷暖房導入に補助 （10:54）

東京

大人の渋谷、惜しむ人波 東急プラザ３月閉館 （10:40）

東海・北陸

ＪＲ西日本社長、北陸新幹線「若者の行き来、増やす」 （12:44）

近畿

ＪＲ西日本社長、北陸新幹線「若者の行き来、増やす」 （12:44）

中国

中国地方の自治体、水道事業をＩＴで効率化 （10:57）

四国

中田漆木、香川漆器の制作体験ツアー （10:59）

九州・沖縄

日経スマートシティコンソーシアム
いまさら聞けない…ＥＭＳ、スマートグリッドって何？

百貨店のトキハ、定休日を年３日増 働く環境改善 （11:03）

話題のレストラン、家電、スーツ、旅行…が衝撃価格【LUXA】でお得に贅沢体験
『自遊人』編集部が理想の田舎暮らしを叶えた人々を取材／ダイワハウス
イノベーションが日常的に生まれる環境をつくる／日経スマートシティ

「いまさら聞けない相続のイロハ」「経済教室1月号」発売中
サービスのご案内

最新情報はこちら

モバイルやメール等で電子版を、より快適に!

各種サービスの説明をご覧ください。
TwitterやFacebookでも日経電子版をご活用ください。
いいね！

23万

アカウント一覧

日経ヴェリタス [購読者限定サイト]
日経産業新聞

日経MJ（流通新聞）

[PR]

一覧はこちら

競合他社に差をつけろ!!
中堅・中小企業の経営をサポートする情
報が満載！「経営喝!力」サイト

ネット上で仕事を受発注
人材調達にかける時間とコストを効率
化。クラウドソーシング活用推進コンソー
シアム
マクラーレン650S SPIDER
ここは南イタリアかと見間違う 赤穂の景
色と絶品ピッツァ／八光自動車工業

みなとみらい駅徒歩２分
好ロケーションの32街区に魅力の新築
分譲マンション登場！【東急不動産】

スマートシティ特集：持続可能な都市づくりの最前線
webCG：クルマ好きのための専門ウェブマガジン

日経のイベント・セミナー
日経メッセ、来場事前登録受け付け
中
３月３～６日、東京ビッグサイトで開
催
「新印象派－光と色のドラマ」展
東京で開催
宝塚歌劇貸し切り公演
読者800組 抽選で無料ご招待
日経ＴＥＳＴ「企業・団体試験」
ご希望日時に会議室などで受験
天気

日経の本

【PR】
移転するなら今≪オフィス検索サイト・
ビルNAVI≫

渋谷駅へ1駅2分！約２ｋｍ圏に全１９９
邸登場！即入居可

【品川に新規オープン】１０万円台から
のサービスオフィス

全国のオフィス賃料が緩やかに上昇
中。移転するなら今のうちです。まずは
【ビルNAVI】で物件検索！【ビルディン
グ企画】

「駒場東大前」駅徒歩8分。多彩な間取
り全199邸。ホテルライクな内廊下など
共用施設充実！建物内モデルルーム
／グレンパーク駒場

ラウンジ、無料会議室、受付対応等の
充実サービスが標準装備。ホテル群に
隣接する品川駅徒歩２分（高輪口）の立
地に堂々誕生
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