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平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    北海道北海道北海道北海道ブロック会開催ブロック会開催ブロック会開催ブロック会開催    
 平成 30 年度のスミノエ会北海道ブロック会が、9 月 27

日（木）に札幌プリンスホテル国際館パミールにて、会員

20名、賛助会員9名の参加で開催されました。 

開会に先だち、9 月 6 日の未明に起きた北海道胆振東部

地震で亡くなられた方や、被災された方々の復興を願い一

同で黙祷を行いました。 

開会の挨拶（図上）は、近藤理事（（株）近藤銘木店 代

表取締役社長）より、9 月は大きな台風の被害に続く大き

な地震で道内が停電となり、電気や通信インフラなど停止

し、仕事においては仕入れ先とお得意先との情報の繋がり

が一時途絶えてしまい、あらためてその繋がりの大切さを

認識した。どこよりも早い情報が信頼関係と商機を作ると

述べました。 

住江織物(株)吉川会長兼社長からは、昨今の異常気象や震

災から身を守るために備えることの大切さの後、住江織物

グループの業況や海外での市場リスクの対応策、企業統治

の継続や環境対策についての説明がありました。続いて、 

(株)スミノエ 沢井社長からは、会員の皆様に日頃のお礼

と、直近のインテリアファブリックス市場規模や建設市場

の動向についてと、今期に新発売したカーテンの「U Life 

vol.9」、新デザインを加えた「Design Life® edition11」、カ

ーペットでは ECOS®の新「iD シリーズ」と秋に発売の

「Carpet Concierge vol.5」の紹介がありました。また、3

月末に就任した佐藤北日本支社長からは道内各地でのご支

援のお礼と今期の営業体制の意気込みについての話があり

ました。続いて事務局から、スミノエ会の前期と今期の活

動状況についての報告を行いました。 

閉会の挨拶（図右上）は、望月理事（(株)丸畑家具センタ

ー 代表取締役社長）より、本日参加のお礼とスミノエ製品

拡販の協力を呼

び掛けていただ

きました。 

休憩を挟んで

行われた経営セ

ミナー兼教育セ

ミナーは、『世界

の一流アスリー

トが身につける

潜在力・集中力発揮のコツ』と題し、「サメ肌水着」などス

ポーツウエアの開発を経て、現在は(株)集中力 代表取締役

の森 健次朗氏（図下）により講演いただきました。どのよ

うに世界の一流アスリート

たちが、緊張する大事な試合

の中で自身の能力を最大限

発揮するために集中するか

や、仕事に活かすため自分の

モチベーションをアップす

る方法などツールを使いな

がら体感するセミナーとな

りました。 

続いて行われた懇親会は、森谷ブロック長の開会挨拶に

続き、佐藤理事（(有)アイシン 代表取締役社長）の乾杯で

始まりました。途中には、出席いただいたスミノエ会賛助

会員の皆様のご紹介や北海道ブロック幹部社員の紹介をは

さみ、アトラクションでお楽しみいただきました。 

中締めは当地でスミノエ理事を長年お勤めいただいた宮

崎畳寝具店 代表 宮崎正盛様より、スミノエ会会員を続け

てゆくメリットについてお話いただき、一本締めにて平成

30年度の北海道ブロック会は終了しました。 
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ボイルカーテン「スマートヴェール」がボイルカーテン「スマートヴェール」がボイルカーテン「スマートヴェール」がボイルカーテン「スマートヴェール」が    

2018201820182018年度グッドデザイン賞受賞年度グッドデザイン賞受賞年度グッドデザイン賞受賞年度グッドデザイン賞受賞    

 

 この夏に発売となったカー

テン「U Life vol.9」に収録さ

れたボイルレースの「スマートヴェール」（品番：U-8376）

が、太陽光の入射角度により採光量を変える機能が認めら

れ2018年度グッドデザイン賞を受賞しました。 

審査員の方々からは「カーテンは一枚の布でありながら、

織り方によって、ブラインドのような機能を持たせること

ができるという発想。冬場の採光性を優先すると、夏至の

高い角度からの光を通してしまい、遮光性を優先すると冬

至の低い角度からの光を遮ってしまう。これらの折衷点を

見つけたということを評価した。今後のデザインの展開を

期待したい。」との評価をいただきました。 

 

 

ロールカーペット総合見本帳ロールカーペット総合見本帳ロールカーペット総合見本帳ロールカーペット総合見本帳    

「「「「カーペットコンシェルジュカーペットコンシェルジュカーペットコンシェルジュカーペットコンシェルジュVol.5Vol.5Vol.5Vol.5」新発売」新発売」新発売」新発売    

    

10 月 15 日にロールカ

ーペットの総合見本帳「カ

ーペットコンシェルジュ

Vol.5」を発売しました。

今回の特長は、ホテルの空

間をはじめとする様々な

用途空間に幅広く対応で

きるように、ウール素材な

どの高級・無地カーペットのカラー変更を行い、最新の明

るくさわやかなカラートレンドも取り入れました。スミノ

エ独自のフックドカーペット新柄4柄4配色（受注生産品）

をはじめ、新柄 15柄 45配色が加わり、合計 33柄・175

配色のラインナップとなっています。 

 

 
 

第３７回第３７回第３７回第３７回    ＪＡＰＡＮＴＥＸＪＡＰＡＮＴＥＸＪＡＰＡＮＴＥＸＪＡＰＡＮＴＥＸ2018201820182018に出展に出展に出展に出展    

 

 住江織物グループは、11月20日（火）～22日（木）の

3 日間、東京ビッグサイト（東 7 展示ホール）で開催され

る第 37回 JAPANTEX（主催：（一社）日本インテリアフ

ァブリックス協会）に出展します（ブースイメージ図下）。

（ブース番号：東7ホール JT-76） 

ブースのテーマは『インテリアで紡ぐ、彩り豊かな暮ら

し』で、カーテンの「U Life」をメインに、前述のロール

カーペット「カーペットコンシェルジュ Vol.5」、水平循環

型リサイクルタイルカーペット「ECOS®」新 iDシリーズ、 

「HOME®」カーペットシリーズや、「Design Life®」シリ

ーズなど、環境に配慮しデザインにもこだわったカーテ

ン・カーペットで住環境を豊かに彩るご提案をいたします。 

また、壁紙や襖紙のルノン(株)ブースは、通路を挟んだ向か

いに出展し、会場内の Japan Premium Brand Fabric 

Collectionsの主催者企画ゾーンには「mode S」や「U Life」

のカーテンシリーズを展示します。 

 また昨年と同様に「Japan Home & Building Show 

2018」も共同開催（東展示場 4～6 ホール）となり、(株)

スミノエでは、床材専用のブースとして塩ビ織りカーペッ

ト「2tec2®」や、高機能塩ビ床材「BERRY ALLOC® PURE 

LVT（ラグジュアリービニルタイル）」などを出展する予定

です。この機会に是非、会場へお越しください。 
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岸繊維産業株式会社 

「撚糸を生かした経編みレースカーテン商品開発ストーリ

ー」 

今月のレポートでは、岸繊維産業株式会社の岸勘一朗社長

にインタビューさせて頂きました。 

 

最初に、岸繊維産業株式会社の沿革をご紹介させて頂き

たいと思います。 

現在の勘一郎社長が 4代目。今年 2018年は 100周年のア

ニアーサリーイヤーです（創業大正7年）。創業当時は、イ

ンド向けのブレードを製造販売されていたそうです。その

後取り扱いアイテムも増え、フレンチトリミング、ガータ

ー地、飾紐、ゴム紐などを生産販売されていました。終戦

後、当時の博正社長により岸和田製紐株式会社が設立され

ました。昭和34年にラッセル機を始めて購入する事で、カ

ーテンレースの製造も開始されました。この時からインテ

リア商材を製造販売し、ほぼ60年が経過されている歴史の

ある会社です。 

株式会社スミノエ商品開発デザイン部、牧素江子さんに

お伺いした所、岸繊維産業株式会社とは、糸からの物作り

を行い差別化された商品開発に積極的に取り組まれている

との事です。この差別化した物作りに注目し、株式会社ス

ミノエと岸繊維産業株式会社との商品開発についてレポー

トしたいと思います。 

今回のレポートは、テキスタイルの要素である「糸」に

注目した少々専門的な内容になりますが、実は私たちの暮

らしの身近な物とも関係性がある内容も多く含んでいます。

改めて糸の面白さと奥深さを感じて頂ければと思います。 

2018年 7月 20日（金）に、株式会社スミノエから新発売

された U Life vol.9「エクリュ」シリーズの中に、その商

材は P.79に掲載されている品番 U-8056です。 

ぱっと見ると、ざっくりした漁網にも見えてしまいそう

な経編みニット素材です。しかしながら、よ〜く見ると、

糸自体に黒い糸と何やらナチュラルな様子の糸で出来てお

り、触ってみると風合いもザラザラしていて、ドライタッ

チの生地になっています。 

リネン入りのコットンの素材かな？と思いスペックを

見てみると、防炎（イ）ラベルで、ポリエステル素材。と

記載されています。テキスタイル通の方でしたら、なにな

に？どうなっている？と、じっくり観察してしまう様な一

捻りある編み素材のテキスタイルです。 

 

詳細の説明に入る前に、まず今回の U Life vol.9を発売

するための、商品開発の企画コンセプトから、確認してい

きたいと思います。 

U Life vol.9は、糸作りの開発から取り組んだ商品が多

いそうです。このブック自体のデザインコンセプトは

「Textured」です。表面の凹凸、奥行き、重なりなどの立

体感、天然素材の質感、オリジナルの糸あらゆる面でテク

スチャーを優先したものづくりを志したそうです。 

この「エクリュ（生成り）」シリーズなどを始め、ベーシ

ックなナチュラルテーストをベースに企画したと伺ってい

ます。 
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良く見ると「エクリュ」シリーズには、日本のみならず

トルコ、インドなど海外においても糸作りから取り組んで

商品開発された様ですが、ポリエステル100％の物作りもこ

こまで来ているのだと驚く様な、素敵なファブリックスが

紹介されています。見た目だけでは分からない、生地の落

ち感（ドレープ性の良さ）にその取り組みが現れていると

思います。このレポートを読んで頂いた方で、ご興味を持

たれた方は、是非、スミノエショールームにて、見て•触っ

てご確認頂ければと思います。 

では、岸繊維産業株式会社と共同開発された、U-8056に

ついて、もう少し詳しくご紹介させて頂きます。U Life 

vol.9の紙面で、U-8056は下記の様に説明されています。 

「撚り方を工夫した杢糸を経緯に編んだナチ「撚り方を工夫した杢糸を経緯に編んだナチ「撚り方を工夫した杢糸を経緯に編んだナチ「撚り方を工夫した杢糸を経緯に編んだナチュラルモダンュラルモダンュラルモダンュラルモダン

なシアー」なシアー」なシアー」なシアー」    

この文章の「撚（よ）り方」「杢糸（もくいと）」と言う

単語を聞いた事が無い方、また実は良く分からないと言う

方も多いかも知れません。この商品の魅力を語るには、是

非とも知っておいて頂きたい単語ですので、今一度確認し

たいと思います。 

まず、「撚る／よる」とは、ねじり合わせる事と言う意味

です。撚るという漢字を見た事が無い方も、近年では多い

かもしれません。「撚る」と書いて、「よる」と読みます。

そして、糸を撚る事を、「撚糸」と書いて、「ねんし」読み

ます。ちなみに、「撚る」の語源は、“腕によりをかける”

とか、“よりを戻す”と言われているそうです。 

テキスタイルの生産や工程に関わる単語や漢字には、現

在私たちの日常で使用される事が少なくなっている物が多

いのですが、語源となっている言葉などは、とても多いの

です。テキスタイルと人間の営みがいかに長いか、そして

深いかが、こんな所からも伺い知る事が出来る興味深い事

だと思います。 

 

では何故、糸を撚る必要があるのでしょうか？ 

たとえば、かいこ（蚕）からとれる生糸。繭からほぐし

出した糸はとても細く、そのままでは糸としては使えませ

ん。何本かを束にしないといけないのですが、ばらばらに

なって扱いにくくなります。この生糸の束に軽く撚りをか

けると、丈夫な一本の糸として使えるようになります。ま

た、綿や羊毛は、わたの状態では織ったり、編んだり出来

ないので、繊維の方向を合わせ、糸にしなければなりませ

ん。糸の繊維をまとめ、毛羽の発生を抑え、撚った物が丸

い形状になる事で糸となり、織りや編みの効率を向上させ

る事が出来る様になったのです。 

そして、この撚ると言う工程において、どちらの方向に

撚るか？と言う事も大切な要素の一つです。撚りには、S

撚りと Z撚りがあります。一般的に紡績糸は Z撚りが、主

流と言われています。例えば、ネジ。生産されているネジ

の多くは Z 撚りだそうです。それから、私たち人間の DNA

も実は Z撚りが基本だそうです。DNAとも共通性があるとは、

私にとってもとても驚きの関係性でした。 

今回のこの商品には、SかZは定かではありませんが、こ

の撚糸のテクニックを駆使しているそうです。前ページの

写真のように、絡まった糸の塊に見えるこの様なものから、

味わいのあるネット地ニットが生まれてくるとは、不思議

な感じがします。この絡まった様に見える撚糸が、最終的

に生地の手触りに影響しています。撚糸をかけた分だけ、

ザラザラとしたドライタッチになっています。勿論、皆さ

んがその世界のプロの方々だからこそ、出来る事ですね。 

 

ここで、もう一つのキーワード「杢糸」 

杢糸とは、色違いの 2 本以上の糸を撚り合わせた、霜降り

状に見える糸の事をいいます。糸の種類は麻ライクなポリ

エステルの糸を厳選、その糸と元々黒く染めてある、黒原

着というポリエステルの糸を最終セレクトされたとの事で

した。撚糸をする際、それら 2 種類の糸を撚る事で、杢糸

にしています。この 2 種類の糸は、ナチュラルなニュアン

スを一番出せた組み合わせだったのだと思います。ナチュ

ラルモダンのテースト感を良く表現出来ていると思います。 

言葉にすると簡単に聞こえるかも知れません。また見た

時には言われないと気付かない程、小さな部分の事かも知

れません。しかしながら、どんな糸を選ぶか？どのように

どれ位撚るか？その撚った糸をイメージした生地に仕上げ

られるか？機械はスムーズに動くか？などなど、実際に試

編みを何度も行わないと分からない糸作りとテキスタイル

作りの世界に、開発チームの熱い気持ちを垣間みて頂ける

と、テキスタイルがもっと楽しく魅力的に見えてくのでは

ないでしょうか。 

 

今回は、このU-8056を取り上げさせて頂きましたが、他

の生地全てにそれぞれのストーリーがあります。これらの

ストーリーが、一人でも多くの消費者の方々に伝わり、共

感を持って頂ける事を願って、今回のレポートを終わりに

したいと思います。    


