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（一社）日本インテリアファブリックス協会は平成30年

度事業として平成 29 年度のインテリアファブリックスの

卸売ベースの市場規模を今秋発表しました。 

＜市場規模全般＞＜市場規模全般＞＜市場規模全般＞＜市場規模全般＞    

29年度の市場規模は、前年まで2年続けて伸びた新設住

宅着工戸数が－2.8％、面積も－3.7％と住宅は減であったが、

ホテルやオフィスなどの非住居用建物が 2 年続けて延び、

リニューアル工事も旺盛となりコントラクト関連では回復

の傾向を見せていた。一方、ホーム関連の製品は消費増税

以降の消費マインドがなかなか上向かず、減少の傾向が29

年度も続いた。全体としては微増の5,666億円。 

新設住宅着工戸数と新設着工床面積の動向推移 

 Ｈ27年 Ｈ28年 Ｈ29年 前年比 

新設住宅着工戸数 92.05 97.41 94.64 97.2％ 

同着工床面積 75.59 78.71 75.83 96.3％ 

＊戸数の単位は1万戸、面積の単位は百万㎡ 

平成29年度 窓周り・床・壁3分野の市場規模 

分類 市場規模 前年比 

ウィンドートリートメント 1,999億円 99.3％ 

フロアカバリング 2,510億円 101.7％ 

ウォールカバリング 1,156億円 99.0％ 

合計 5,666億円 100.3％ 

＜ウィンドートリートメント＞＜ウィンドートリートメント＞＜ウィンドートリートメント＞＜ウィンドートリートメント＞    

 カーテン類は微減であるが、シアーカーテンは伸びてお

り、遮光、遮熱、ウォッシャブルなど機能付のものも伸び

た。カーテンレールは微減となったが、ブラインドやスク

リーン類は、少しずつ伸びてきている。（億円） 

分類 Ｈ27年 Ｈ28年 Ｈ29年 前年比 

カーテン類 1,127 1,129 1,108 98.1％ 

レール 235 237 234 98.8％ 

ブラインド 288 293 296 101.1％ 

スクリーン 353 355 361 101.6％ 

合計 2,003 2,014 1,999 100.2％ 

＜フロアカバリング＞＜フロアカバリング＞＜フロアカバリング＞＜フロアカバリング＞    

 カーペットはタイルカーペットが前年並み、ニードルパ

ンチは車両で伸びた。ロールやピースやラグ等は減少の傾

向が続き国産全体では減で、輸入品は反転して大きく伸び

た。プラスチック床材は伸び率が年にもよるが、毎年連続

して増加を続けてきた。         （億円） 

          

分類 Ｈ27年 Ｈ28年 H29年 前年比 

カーペット 1894 1,852 1,889 102.0％ 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ床材 598 618 622 100.6％ 

合計 2,492 2,470 2,511 101.7％ 

＜ウォールカバリング＞＜ウォールカバリング＞＜ウォールカバリング＞＜ウォールカバリング＞    

 塩ビ系の壁紙は伸び約89％のシェアとなり、プラスチッ

ク系、紙系、繊維系の壁紙は微減の傾向である。 (億円) 

 H27年 Ｈ28年 Ｈ29年 前年比 

壁 紙 1,166 1,168 1,157 99.6％ 

資料：（一社）日本インテリアファブリックス協会より 

 

『『『『コントラクトコントラクトコントラクトコントラクトFFFFａｃａｃａｃａｃｅｅｅｅ    vol.vol.vol.vol.19191919＋＋＋＋』』』』新発売新発売新発売新発売    

 医療・福祉・教育各施設向けカー

テン『コントラクトFace vol.19＋』

が新たに12柄56アイテムを増やし、

今月 10 日に新発売しました。特長

は3つあり、1つは他社にない高機

能で、繊維上の特定のウイルスを減

少させる「CLEANSE®」でSEK抗ウイ

ルスマークを獲得。また介護現場の

消臭に特化した「トリプルフレッシ

ュ®ケア」など。2つ目は一般財団法人色彩研究所監修の

医療福祉施設のための色彩計画で、目的に合わせた色彩提

案ができます。3つ目は今までにない住まい発想で、家にい

るような安らぎを感じるホスピタルカーテン「COMFORT」。

年度末の需要期にはぜひご活用ください。 

 

『『『『DDDDisneyisneyisneyisney    HOME SERIES HOME SERIES HOME SERIES HOME SERIES EEEEDDDDITION.ITION.ITION.ITION.7777』新発売』新発売』新発売』新発売    

    

    今回は“Standard Collection”, “Winnie the Pooh”, 

“ALICE in WONDERLAND”に加え、新シリーズとし

て”PRINCESS”が加わりました。カーテン65アイテム、

カーペット68アイテム（年明け1月発売）ロールスクリ

ーン21アイテムなど合

計146柄208アイテムに、

タオルや食器や壁紙など

共同開発の製品も増え、

より一層のコーディネー

トが楽しめるラインナッ

プとなっています。 

平成平成平成平成２９２９２９２９年度インテリアファブリックスの市場規模年度インテリアファブリックスの市場規模年度インテリアファブリックスの市場規模年度インテリアファブリックスの市場規模    
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株式会社株式会社株式会社株式会社    維研維研維研維研    

「織物一大「織物一大「織物一大「織物一大産地のメーカーが作る多彩なカーテンファブリ産地のメーカーが作る多彩なカーテンファブリ産地のメーカーが作る多彩なカーテンファブリ産地のメーカーが作る多彩なカーテンファブリ

ックス」ックス」ックス」ックス」    

 

 今月のレポートでは、株式会社維研の町田社長にインタ

ビューさせて頂きました。 

 株式会社維研（以下、維研）は、愛知県の江南市にあり

ます。江南市とは昔の尾張（おわり）の国の通称になりま

す。木曽川の豊かな水と肥沃で温暖な濃尾平野の恩恵を受

けたこの地域は、尾州産地も含め、多くの方がご存知の織

物の一大産地となっています。古くからシルクやウールの

先染め織物の産地として知られており、時代の変化と共に

昭和32年以降、ポリエステルでの織物生産も始まりました。 

 オーダーカーテンファブリックスの世界では、江南・一

宮産地としてミドルクラス～ハイクラスまでの価格帯の製

品を多く生産されています。 

 元々このエリアの物作りの体制は本来、糸から織物に至

る全工程がこの地域に結集し、分業体制が確立して居りま

した。多品種少量短サイクル生産が可能な産地である事が

最大の特長です。しかしながら近年では、周知の事と思い

ますが、日本のテキスタイルメーカーは、日本以外での生

産が増えている影響が大きく、企業数は年を追うごとに減

少しています。 

 そんな状況の中、維研は閉鎖されるメーカーの機能や機

材を積極的に取り入れ、また新しい機械も購入される事で、

現在ではテキスタイルを生産する為の多くの工程を自社内

でまかなう事が出来る、日本では珍しい一貫生産に近い会

社となっています。 

  

 自社内で多種類のテキスタイルを生産するという積極的

な、町田社長の考え方を一番反映している象徴的な事とい

えば、現在では20 D(デニール)というとても細いポリエス

テル糸 (富岡製糸場で作成していたシルク糸とほぼ同じ太

さで、1gで 450mの長さの糸) から、1/7 という太いウー

ル紡毛糸(1gで 7mの長さの糸)まで、1社の製織工場で扱え

る会社になっている事だと思います。この様に多種なテキ

スタイルを生産可能な会社は、日本全国には維研しか存在

しません。勿論、世界でも稀なメーカーといえます。 

 この様な変革を遂げている維研の沿革をご紹介します。 

昭和43年先代の町田武社長により設立、社名の由来は繊維

製品の研究開発を主体とする提案型会社を目指してつけら

れました。はじまりは名古屋市昭和区の自宅にて、企画・

営業を開始し、生産は江南の同業者に委託していました。

昭和47年江南に社屋が完成し、見本工場を併設。 

 平成 6 年現在の町田正浩社長に引き継がれると、コンピ

ューター制御の整経システムや電子ジャカードの織機など、

最新の機器を積極的に取り入れて、現在自家設備 56台の日

本最大級のジャカードファブリックスメーカーとなり日々

躍進されています。 

 

 それでは、維研で生産されている商品の中から、株式会

社スミノエ（以下、スミノエ）に採用されている商品をご

紹介させて頂きます。 

＜後染め＜後染め＜後染め＜後染めDDDD----7077707770777077～～～～7079707970797079、、、、DDDD----7276727672767276・・・・7277727772777277＞＞＞＞    

 江南・一宮は元々、先染め織物の産地だったと言う事は、

前述させて頂きましたが、なぜ維研が後染めを生産し始め

たのか、お話を進めたいと思います。 

 カーテンファブリックスの世界では、昭和 60 年代前半か

ら後染めが流行しました。高密度でしなやかなカーテンフ

ァブリックスでありながら、価格的にもこなれていた事が、

GMS（量販店）始め、オーダー、イージーオーダーと、どの

ジャンルでも人気に火がついたと思われます。この現象は、

北陸産地のクオリティーがインテリアファブリックスの世

界で展開される様になった事が大きく影響していると思い

ます。 

 それは、60年代頃から始まったと思います。細い糸使い

と光沢感が、一般の消費者の方の目には、シルクに見える

事も多かったよ

うです。 

インテリアファ

ブリックスでの

見た目の新鮮さ

と値ごろ感が、

人気の大きな要

因だったと思い

ます。 

この様な状況を

いち早く捉え、

維研では受注の

安定化にむけて

当産地で一番先

に、後染め織物

に取り組まれたそうです。 

 ・D-7077～7079（上）は、後染めのタイプにモール糸を

使う事で、生地の表情を豊かにしています。光沢感とマッ

ト感のコントラストも素敵です。 

D7077 
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・D-7276・7277

（左）は、リビン

グでも抵抗なく使

用して頂ける様な、

高級感のある遮光

タイプに仕上がっ

ています。リング

糸も効果的なアク

セントになってい

ます。 

    

    

    

    

＜高密度（＜高密度（＜高密度（＜高密度（224224224224本本本本////インチ）インチ）インチ）インチ）    UUUU----8231823182318231～～～～8234823482348234＞＞＞＞    

    尾州産地では

唯一、維研だけ

が行っている生

産方法として、

タテ糸を北陸か

らビームで運搬

し、北陸が得意

とする織物も自

社内にて織って

いる事も特徴の

一つとして挙げ

られると思いま

す。 

 これら、タテ密度224本/インチの織物は密度が高いので、

その緻密さ故に原糸の選定や、整経の精度、織機の管理技

術が高度になり、キズの発生を如何に減らすかが大変重要

で、勝手の違う織物に最初は苦労も多かったそうです。 

この生産方法もこの産地で、いち早く取り入れ、北陸で主

流のクオリティーよりも、ヨコリピートが大きな30cmのゆ

ったりした柄行

きの遮光ファブ

リックスの生産

を可能にしてい

ます。 

＜＜＜＜大きな大きな大きな大きな    

リピートリピートリピートリピート UUUU----8147814781478147、、、、

DDDD----7265726572657265・・・・7272727266666666＞＞＞＞    

 こちらは（左）、

今年発売された

U Life の中のブ

ランド、「キギ」

の中の商品です。

通常なら、プリントで展開する様な大きなリピートをジャ

カードで表現しています。一般的には、ゴブラン織りを作

る時の様にタテ糸の色数を 5 色に立てながら、ヨコ糸にモ

ール調の糸を使っている事で、今らしいクオリティーの顔

になっています。 

DDDD----7265726572657265・・・・7272727266666666    

    

    

    

    

    

 

 

このファブリックスは、風通織りで遮光機能が付いてい

るカーテンファブリックスです。通常、遮光カーテンはヨ

コ糸に黒色の糸を使う事が多いのですが、このファブリッ

クスは、タテ糸に密度が高い黒糸を使った織物になってい

ます。その事で風通織りでも遮光が可能になり、一見する

と高級な先染めの織物の様な顔として仕上がっています。 

 

 これらの様な大きいリピートが作れる織機の設定は、簡

単に変更できる事でありません。一度、織機のリピート（釜）

の設定を行うと、よほどの事が無いかぎりメーカーでは設

定を変えない事が一般的なテキスタイル業界の常識といえ

ます。町田社長の他社とは違ったクオリティーを提供して

行きたいという熱い気持が伝わってくる事例だと思います。 

そして、リピートが大きいと言う特徴だけではなく、密度

の高い織物としての苦労も挙げられます。 

 密度が高いという事は、タテ糸とヨコ糸の交差点が多い

という事であり、中には1 反 50mの中にタテ糸とヨコ糸の

接点が20億～30億個を超える物もあるそうです。この数か

ら想像しても、事故（キズ）の無い織物を織ることは大変

困難な事であり、熟練された職人さんの技術あってのクオ

リティーとなっています。 

 カーテンファブリックスの作られる現場のご苦労に思い

を馳せながら、江南で織られた生地を改めて見てみるのは

如何でしょうか？ 

＜関連のホームページ＞ 

日本毛織物等工業組合連合会 

http://jwwa.net/bisyusanchi/ 

一宮市・公式ウェブサイト 

http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/ 

江南市・公式ウェブサイト 

http://www.city.konan.lg.jp/intro.html 

インテリアファブリックス業界変遷史 

http://www.j-tDa.jp/book02.html 


