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平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    九州九州九州九州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年度のスミノエ会九州ブロック会が、10月19日

（金）にホテルニューオータニ博多にて、会員16名、賛助

会員5名の参加で開催されました。 

 

開会（図上）は、郡理事（(株)ベッテン 代表取締役社長）

より、今年は広島の大雨に続き、自然災害の多い年でした。

国の施策もありますが、住まいへの投資は不可欠で我々も

益々頑張らなければならないと、ご挨拶いただきました。 

住江織物(株)吉川会長兼社長からは、昨今の地球温暖化に

より気象変動が激しくなり、大量の雨が降る惨事が大きく

なってきており、自社でも検討の時期に来ている。急速な

IT技術の進歩により、短時間で消費者の購買行動がネット

指向となり、目に見えないビジネスが目に見えるビジネス

を駆逐している。当社は繊維だけでなく、顧客のニーズを

捕えてきちんと対応していきたいと説明がありました。 

(株)スミノエ 沢井社長からは、会員の皆様に日頃のお礼

と、最近発表されたインテリアファブリックス市場規模の

詳細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」、「Design Life® edition11」、カーペ

ットではECOS®の新「iDシリーズ」について紹介をしま

した。続いて事務局から、スミノエ会の前期と今期途中ま

での活動状況についての報告を行いました。 

閉会の挨拶は、会員を代表し

て(株)ＴＳ.２ 植野代表取締役

社長より、日本の経済形態が変

わりゆく中で私共も、ＢtoＢ、

ＢtoＣとリノベーション事業

を拡げ、柔軟に推進したいと締

めていただきました。 

休憩を挟んで行われた経営セミナーは、『柔道を通して学

んだ人生観』と題し、1976年にカナダのモントリオールオ

リンピック柔道の金メダリスト、二宮 和弘氏により講演い

ただきました。 

幼少期より体は大きく健康で、最初は強くなかったが厳

しい練習の中で強くなれた。「ケガも弱いうち、運も強いう

ち」と練習は毎日 8～9 時間で 5kg も体重が変わる厳しさ

に耐えて金メダルを取ることが出来た。選手が良い成果を

出せるのは、能力を延ばしてくれる組織があり、優れた指

導者にめぐり会うことであり、自分に節制を課せられるこ

とである。柔道は組んだ瞬間に相手の強さが分かり、重量

の差は大きな力の差となるなど体験に基づく講演をしてい

ただきました。 

 

続いて行われた懇親会は、(株)スミノエ 村瀬西日本支社

長より日頃のご愛顧と引き続きのご支援を願う挨拶に続き、

原田理事（博多装工(株) 代表取締役会長）より会員も少数

精鋭で頑張ろうと力強い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

ご紹介や九州ブロック幹部社員の紹介をはさみ、ビンゴゲ

ームでお楽しみいただきました。 

中締めは、中村理事（(株)中村尚古堂 取締役会長）より、

今年は災害の多い年であった。これからは働き方改革など

問題が多いものの、スミノエ会一丸となって盛り上げたい

と締めていただき、平成30年度の九州ブロック会は終了し

ました。 
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JAPANTEX2018JAPANTEX2018JAPANTEX2018JAPANTEX2018スミノエブースにご来場ありがとうございましたスミノエブースにご来場ありがとうございましたスミノエブースにご来場ありがとうございましたスミノエブースにご来場ありがとうございました    

 住江織物グループは、11月20日（火）～22日（木）の

3 日間、東京ビッグサイトで開催された JAPANTEX と

Japan Home & Building Show に出展しました。

JAPANTEX では今年の新発売の各商品を、ホームショー

では LVT や２tec２を出品し、多くの方にご来場ご高覧い

ただきありがとうございました。 

 

住江織物ブースのファサード 

 

住江織物ブースでラグをご覧になる高円宮妃殿下 

Japan Premium BrandFabric Collectionsをご覧になる妃

殿下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本カーペット工業組合ブースにはＥＣＯＳを展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Japan Home & Building Showのスミノエブース 

 

スミノエスミノエスミノエスミノエ宝塚歌劇宝塚歌劇宝塚歌劇宝塚歌劇    観劇観劇観劇観劇    東西で開催東西で開催東西で開催東西で開催    

11月10日（土）に東京宝塚劇場と、翌週の17日（土）

に宝塚大劇場にて、mode SとU Lifeのカーテンのセール

スキャンペーンにご応募いただいた方の中から、500 組

1,000名様を宝塚歌劇にご招待し、歌劇をご覧いただきまし

た。 

会員の皆様には

当キャンペーン

に販売のご協力

いただき、あり

がとうございま

した。 

 

 

 

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    

 9 月 4 日付で有本勝美がスミノエ会事務局長を退任し、

同日付けで伊原克明が新事務局長に就任いたしました。 

今後とも尚一層のご支援ご鞭撻賜りますよう宜しくお願

い申し上げます。 
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株式会社黒沢レース株式会社黒沢レース株式会社黒沢レース株式会社黒沢レース    

『ミラーカーテンのパイオニア・ミラーカーテン誕生スト『ミラーカーテンのパイオニア・ミラーカーテン誕生スト『ミラーカーテンのパイオニア・ミラーカーテン誕生スト『ミラーカーテンのパイオニア・ミラーカーテン誕生スト

ーリー』ーリー』ーリー』ーリー』    

今月は、皆さんが一度は聞いた事があると思われるミラ

ーカーテン（レース）についてレポートさせて頂きます。 

実はミラーカーテンの生みの親は、株式会社黒沢レースで

あるという事をご存知の方はどの位いらっしゃるでしょう

か？ 

市民権を得たカーテンテキスタイルの機能は幾つかある

と思いますが、その中でも代表的なものの一つ「ミラーカ

ーテン」の誕生についてのストーリーを、代表取締役社長 

黒沢昇様にインタビューいたしました。 

 

始めに、株式会社黒沢レース（以下、黒沢レース）の沿

革を、ご紹介させて頂きたいと思います。1956年（昭和31

年）に桐生市芳町で 12ゲージのジャカードラッセル機1台

で先代が創業されたそうです。当時は一般住宅のカーテン

需要はほぼ無かったそうで、特にレースカーテンは季節商

品として、夏場のみ使用されていたとの事です。 

この頃の黒沢レースのテキスタイルは、今で言うコント

ラクト系の物件に収められていたそうで、使用されていた

繊維も、綿・レーヨン・ナイロンなどが多かったと伺って

います。 

1958年（昭和33年）ポリエステルの生産が始まる事で、

インテリア業界のテキスタイルが、この繊維に大きくシフ

トしたと言えます。少し脇道にそれますが、ポリエステル

に急激に変化した理由としては、皆さんもご存知の様に、

ポリエステルの寸法安定性・耐光堅牢度・しわになりにく

い・熱可塑性などの素材の特長にあります。 

1967年（昭和42年）には、現在地の群馬県太田市に移転

され、翌年には、染色・整理部門も開始。ちょうどその頃

1971年（昭和46年）に現、昇社長が入社されました。昇社

長が就任される 2 年程前には、先代社長はカールマイヤー

社の落下版付き高速ジャカードラッセル機を世界初で導入

し、生産を開始、1970年（昭和45年）には、販売が始まっ

ていたそうです。その後、1989年（平成元年）に、新社屋

を完成する事で、工場〜事務所〜商品開発室〜展示室が、

集約されました。 

また、日本のテキスタイルメーカーには大変めずらしく、

生地を仕上げる整理加工も自社内にて対応されています

（ハイテックス協同組合）。黒沢レースの最大の特徴である

一貫生産により、日本のオーダーレースカーテンを大変多

く生産されています。現在でも取り扱い品は、100％カーテ

ンレースだそうです。この様な歴史を持つ、黒沢レースか

ら生まれた「ミラーカーテン」について、お話を進めて参

ります。 

 

改めてミラーカーテンとはどの様なものなのか、「窓装飾

プランナーBOOK」より引用させて頂きます。ミラーカーテ

ンとは、裏にブライト糸を使用することで、日中は太陽光

を反射して外からの視線を遮ることができるカーテン。遮

熱効果も高い。ただし、夜間に電気をつけると室内が透け

て見えるので注意が必要。と、あります。「ブライト糸を使

用〜」この部分が、最大の特徴です。さて、このブライト

糸を使ったカーテンは、どの様な経緯で生まれ、育ってい

ったのでしょうか？ 

 

現在、株式会社スミノエにて展開されている、代表的な

ミラーカーテン（レース）は、mode S の D-7544、D-7556

また U Lifeの U-8390などがあります。経編みラッセル機

で生産されたこれらの商品は、薄地のカーテンの中でも特

に人気が高く、売れ筋の商品です。 

紙面ではお伝えしにくいですが、これらのテキスタイル

の裏は、ブライト糸によりキラキラと光っています。光の

反射を利用して部屋の中を見えにくくする事は、今となっ
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てはなるほど！と思えますが、この事に閃き商品化する開

発ストーリーは、どんな経緯だったのでしょう？ ミラー

カーテンの開発に関わった、竹田部長にもお話をお伺いし

ました。 

 

それは、今から約20年前の平成10年頃の事だそうです。

竹田部長はその頃は営業をされており、部屋の中が見えに

くいカーテンは無いものだろうか？とブックメーカーの開

発の方のリクエストを度々聞いていたそうです。当時、カ

ーテン業界は、「光っている事＝高級感がある」との認識が

強く、レースカーテンも表面に光沢のある物が多かったそ

うです。ある日、ハイテックスの前に縫製上がりの商品が

積まれており、その上に当時多く生産していた表面に光沢

のあるブライト糸使いのレース生地が掛けてあったそうで

す。（この頃は、ハイテックスで縫製もされていました。） 

その生地が太陽の光を浴びて反射しとても眩しかった事で、

周囲が見えにくかった事から「もしや、レースの裏が光っ

たら部屋の中が見えにくくなるのでは？」と思いつき、す

ぐさま開発担当者に相談されたそうです。 

 

開発担当者が、試作をしたものの裏に多くのブライト糸

を使う事で、生地の風合いが硬くなってしまい、編みレー

スの柔らかい風合いを上手く出す事が出来ず、光っていな

い糸を使った表の柄糸をできるだけ詰めない様にし、出来

るだけ硬くならない為に色々と試編と修正を重ねたそうで

す。ようやくレースカーテンとして売れそうな顔の無地の

生地を何とか編み上げる事が出来たので、地元のカーテン

メーカーにすぐに持ち込み、反応を聞いたそうです。 

『これは良い！』との意見を貰い、すぐさま営業に力を入

れる事で多くの方に認識して貰う事となりました。 

当初の名前は「見えにっくいカーテン」と呼んでいたそ

うですが、次第に反射の要素も名前に取り入れる事で、「ミ

ラーカーテン」として定着していったとの事です。 

 

瞬く間にブックメーカーや小売にも採用が増え、何年か

すると中国のメーカーからも、ミラーレースが作れますと

営業されるまでになったそうです。日本向けに作るレース

カーテンの生地は、ミラーカーテンが良いと中国の方に言

われるほど、日本の中ではスタンダードな機能になったと

言えると思います。 

反射にヒントを得た、ミラーカーテンは価格的にもコス

トアップにほぼ影響もなく、編み機にも特殊な装置が必要

な訳でもありません。その上、消費者のニーズはしっかり

とフォローできる機能だからこそ、この業界の日本のメー

カーは勿論、中国のメーカーまでにも売れ筋スタンダード

なテキスタイルになった大きな理由の一つだと思います。 

現在でも、ミラーカーテンは更なる進化を続け、部屋の内

からも外からも見えにくいカーテンテキスタイルの開発が

積極的に進められています。 

 

開発の段階で糸の開発も同時に進み、現在では節電対策

上の相対的効果が認められる機能である遮熱マークがNIF

（一社 日本インテリアファブリックス協会）によって商

標登録されています。 

 

ミラーカーテンがこれほど定番になる前は、外からのプ

ライバシーを守りたい方には、光の屈折率を利用した、ヒ

ダ倍率を高く縫製したカーテンが主流でした。（例えば 2.5

倍ヒダや 3倍ヒダなど）その後、テキスタイルの開発によ

り、ヒダ倍率が少なくてもプライバシーが守れているレー

スカーテンは、今後どの様な進化を続けるのでしょう？ 

  

黒沢昇社長は機能を求めながらも、レース本来の装飾とし

ての美しさも今後の開発のポイントにしたいとお話しされ

ていました。ポリエステルが主流のインテリアテキスタイ

ルも、最近では自然素材や新しい繊維を取り入れる試みが

方々で行われている様です。ポリエステルがインテリアテ

キスタイルの主流になる事で、日本のカーテンは様々な機

能が開発されました。また、後染めや後加工の技術、生産

時の生地の傷の少ない事も世界一と言われています。 

 

ポリエステルの扱いを追求し続けた日本のメーカーの方々

が今後どの様なイノベーションを起こされるのか、皆さん

にも関心を持って見守って頂きたいと思います。    


