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スミノエでは、毎年東京ビッグサイトで開催されている

第 37 回 JAPANTEX2018（会期：11 月 20 日～22 日）に

出展しますと共に、今年も同時開催されるJapan Home & 

Building Show 2018 の中に床材の専用ブースを出展いた

します。 

先ずJAPANTEXの住江織物ブースは、会場の東7ホー

ル奥の中央に30小間(270㎡)を構え、床材は7月発売の

水平循環型リサイクルタ

イ ル カ ー ペ ッ ト

ECOS®iD シリーズの製

品や、今秋新発売の

Carpet Concierge vol.5、

カーテンのU Life vol.9に、

ラグ＆マット既製カーテ

ン は DESIGN LIFE® 

edition11、HOME®の各

シリーズ等の出展を予定

しております。 

 

今年の JAPANTEX の

テーマは、“Japan Style ×Interior Beauty” ～プロフェ

ッショナルたちの祭典～で、このテーマに合わせた主催者

企画として、（一社）日本インテリアファブリックス協会（以

下NIF）では、Japan Premium Brand Fabric Collections

として、協会に加盟し日本を代表するカーテン企業7社（住

江織物(株)、アスワン(株)、(株)川島織物セルコン、(株)サン

ゲツ、シンコールインテリア(株)、東リ(株)、リリカラ(株)）

が 4 小間ずつ各社一押しのカーテンを展示いたします。ま

たNIFと（公社）インテリア産業協会の共同企画「Windows 

Paradise 2018」では昨年に引き続き、IC と窓装飾プラン

ナーのW資格保持者によるオリジナルの窓装飾とインテリ

アのシーンを展開いたします。更に今年は

HOSPEX(病院設備機器展)が同時開催され、

JAPANTEX 内の「医療用ゾーン」では、各

社の医療施設向けのファブリックや床材等

をセレクトして展示いたします。このほかデ

ジタルプリントゾーン、全国の美大生 19 校

のファブリック作品展の「NIF・YOUNG 

TEXTILE 2018」。全国インテリア科の高校

生によるインテリア作品展や、第 15 回イン

テリアデザインコンペの作品展と表彰を予定し、この業界

の次世代の育成にも力を注いでいます。 

セミナーは大小2つのステージで、専門店・工事店向け、

デザイナー・IC・窓装飾プランナー向け、広く業界来場者

向け等20を超える多彩な講演やトークショー、出展企業に

よる出展者プレゼンテーション等でインテリアの最新情報

を発信いたします。 

 一方、同時開催のJapan Home & Building Show 2018

にもスミノエは、高機能でハイグレードな床材のLVTや

2tec2®を出展いたします。今年のホームショーは「ふるさ

と建材・家具見本市」「トイレ・バスキッチン空間設備フェ

ア」、「団地・マンションリノベーション総合展」「景観・ラ

ンドスケープ総合展」、「Asia Furnishing Fair 2018 Tokyo」

等も同時開催し、会期中はJAPANTEXを合わせて7万人の

来場を予定しております。10月中旬にはご招待券を配布い

たしますので是非ご来場の程宜しくお願いいたします。 

   

    

事務局よりお知らせ事務局よりお知らせ事務局よりお知らせ事務局よりお知らせ    

 2019 年のスミノエカレンダーのご案内を開始しました。

今回はカーテンU Life vol.9から人気のアイテムをセレク

トしています。応募の締め切りは10月10日（水）となっ

ており、会社のロゴ入りカレンダーも承っておりますので

ご利用ください。お届は11月下旬の予定です。 

 

＜今秋のブロック会開催予定＞ 

 9月27日 北海道地区ブロック会 

       会場：札幌プリンスホテル 

 

10月19日 九州地区ブロック会 

    会場：ホテルニューオータニ博多 

スミノエはスミノエはスミノエはスミノエは今年も今年も今年も今年もＪＡＰＡＮＴＥＸＪＡＰＡＮＴＥＸＪＡＰＡＮＴＥＸＪＡＰＡＮＴＥＸ2012012012018888 と同時開催のと同時開催のと同時開催のと同時開催の    
Japan Home & Building Show201Japan Home & Building Show201Japan Home & Building Show201Japan Home & Building Show2018888 に出展に出展に出展に出展いたいたいたいたしますしますしますします    
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メーカー対談 その一  

植田蚊帳株式会社～住江織物株式会社～株式会社サンコー植田蚊帳株式会社～住江織物株式会社～株式会社サンコー植田蚊帳株式会社～住江織物株式会社～株式会社サンコー植田蚊帳株式会社～住江織物株式会社～株式会社サンコー    

「びっくり「びっくり「びっくり「びっくりシリーズ・シリーズ・シリーズ・シリーズ・キッチンキッチンキッチンキッチン    ピカイチ開発ストーリー」ピカイチ開発ストーリー」ピカイチ開発ストーリー」ピカイチ開発ストーリー」    

 

今月よりテキスタイルメーカーの方々との対談から、住

江織物株式会社もしくは、株式会社スミノエが関わってい

る、興味深いテキスタイル商品について、ご紹介させて頂

きます。メーカーとの開発から見えてくる、消費者のニー

ズの具現化に対するメーカーの方々のトライアルを私の視

点よりレポートさせて頂ければと思いま

す。 

 

今の日本のインテリアファブリックス

メーカーの皆さんは、近年の目まぐるしい

テキスタイルの生産地変化に柔軟に対応

され、今日でも主にオーダーカーテンファ

ブリックスを日本で生産されている会社

です。 

 

今年のレポートでは、それらの会社の中から 4 社ほど、

ご案内させて頂きます。日本で生産している、インテリア

ファブリックスに高付加価値を求めて、メーカーの皆さん

は、商品開発を続けられています。その職人業を皆さまに

お伝えしたいと思います。 

 

1 回目のレポートは、植田蚊帳株式会社の植田和彦社長

にインタビューさせて頂きました。 

前々より、植田蚊帳㈱の社名に「蚊帳（かや）」と言う言

葉が使用されているのは、理由があるのかしら？と思って

居りましたので、いい機会だと思い質問をしてみました。 

既に、現在では蚊帳のほとんどを自社生産はされていない

そうですが、ニーズのある限り販売は続けられるとのご意

向でした。お返事は、上記の通りでしたが、今でも蚊帳と

言う名称を使われている事に、この会社のオリジンに対す

るポリシーと歴史を強く感じる事が出来ました。 

植田蚊帳㈱の歴史を含め、蚊帳その物の歴史など、以下 URL

にて詳細をご確認頂けます。 

http://uedakaya.co.jp/mosquito-net/ 

 

HP の中から少しだけ蚊帳についてご紹介させて頂きま

す。そもそも、蚊帳は昭和40年以前には、多くの家庭で就

寝時に使用していたアイテムでした。今の若い方は多くの

方が見た事がないかも知れません。 

就寝時に窓を開けっ放しにしていた日本では、蚊を含め害

虫から身を守る為に、人間自からがメッシュ生地の虫かご

の様な物に入るアイテムと言ったら伝わるでしょうか？  

昔は大衆的だった蚊帳は、現在では拘りを持った方々のみ

が、購入されるそうです。 

また、昭和30年の頃まで、蚊帳は嫁入り道具の寝具のひ

とつとして、購入されていたアイテムだったそうです。 

花嫁箪笥などと同じく、私達のライフスタイルが大きく変

わってきた事が、蚊帳を購入される方が少なくなった原因

の様です。 

テキスタイルの視点から、興味深い内容としては、麻

100％の蚊帳の方が、入ってくる風が涼しいと言う事でした。

これは、麻と言う天然繊維の特徴だと思います。昔の日本

人は、自然とも天然繊維とも、良い形で共存していたのだ

と改めて感じます。 

 

植田蚊帳㈱では、生産アイテムを、蚊帳からラッセル機

による、タテ編みレースカーテンに昭和39年に移行された

そうです。 

 

今回、特に注目させて頂く、ラッセル機により編まれた

ニット生地は、家庭用品である食器を洗うメッシュクロス

として、株式会社サンコーより販売されている「キッチン 

ピカイチ」と言う商品です。 

 

このファブリックスに使用されている糸はとても太く、

4,000デニール異形断面糸です。 
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通常のカーテンファブリックスで使われている糸の約50

倍前後の太さです。インテリアのカーテンファブリックス

を生産しているメーカーが、家庭用品のマテリアルを生産

する事は、とても珍しいケースだと思います。 

その糸の名は「スミトロン®」と言う住江織物㈱のカーペ

ット用の糸として、有名なものです。そもそも、カーペッ

トの糸が、何故メッシュクロスになったのか…？との疑問

が芽生え、住江織物㈱の中島担当と販売先である、㈱サン

コーの松本顧問にお話をお伺いした所、以下の様な興味深

いお話をお伺い出来ました。 

 

それは、1970～80年後半、元々㈱サンコーの主力商品で

あった、タフトマット（キッチンマットなどに多く使われ

ているタイプ）が、中国で多く生産される事を受け大きく

会社経営の方向性を変えて、㈱サンコー先代の社長が思い

切って全て止められた事から始まります。その時のタフト

マットの売り上げは、同社の 30％以上あったそうですが、

タフトマットを作る機械は全て処分されたそうです。 

 

しかし、残糸が沢山残りどうしたものかと思案中、当時、

にわかに流行っていた主婦が鍵棒で編んだアクリル糸の食

器洗いに注目。㈱サンコーでは、残糸もアクリルなので何

か出来ないか？とミックスカラー（残糸だったので）のア

クリルのたわしを作られたのが始まりだそうです。すると、

大変好調な売れ行きで、残糸はきれいに消化出来たそうで、

びっくりシリーズのサクセスストーリーへと繋がります。 

 

同社では、この商品を更にバージョンアップさせ、もっ

と機能を付加出来ないか？との考えでまず、スミトロン®

の異形断面を生かしたトイレクリーナーを作り販売。この

商品はトイレ便器にキズが付かず、水がはねない事で、大

変好調な売れ行きだったそうです。その後、この糸が原着

糸だった事もあり、沢山の染め糸が出来てしまう関係上、

色々なアイテムへと広がっていきました。 

 

松本顧問とお話をさせて頂き、感じた事は、主婦（お客

様）の視点やニーズを捉え、そこにより良い品質と機能を

付加せる、アッセンブルメーカーとしての視点が明確だと

言う事でした。現在は、この異形断面のスミトロン®の糸を

使った商品に、洗剤もあわせる事で、より汚れが落ちる商

品を開発、また高齢化に向けてのアイテムも開発中との事

でした。 

㈱サンコーの詳細は、下記URLにてご覧頂けます。 

http://www.sanko-gp.co.jp 

 

今回の取材で特に感じた事は、どの会社もこの商品を開

発する時に、今までの概念にとらわれずトライする前向き

な姿勢があったと思います。 

 

植田蚊帳㈱は昔ながらの編機によって、通常カーペット

に使用される 4,000 デニールと言う太い糸を編み上げる事

に成功しました。 

 

㈱サンコーは、キッチンマットを作っていたからこそ知

っていた素材を、全く新しいアイテムに転換する柔軟な姿

勢がありました。 

 

住江織物㈱は、より使い良いカーペットを作る為に、三

角の断面である異形断面の糸を開発していました。（糸が三

角の断面だと、光りの乱反射効果で、汚れが目立たなくな

るそうです。） 

 

これら 3 社が出会った事によって、主婦層に絶大な支持

を得ている、「びっくりフレッシュ」シリーズは、発売 10

年を経過しました。素材に対してのしっかりとした「知識」

と、消費者の「声」、そしてその上に確かな「品質」と「機

能」これらの要素が、うまく調和していると思います。 

今後のさらなる進化が楽しみです。 

 


