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スミノエでは、今年もオーダーカーテンの「ｍｏｄｅ Ｓ」、

「Ｕ Ｌｉｆｅ」をスミノエソーイングでの縫製品（シェ

ード含む）にてご購入いただいた方を応募の対象に、東西

合わせて抽選でペア５００組、計１０００名様をご招待す

る『宝塚歌劇 観劇ご招待キャンペーン』を開催します。 

対象期間は、３月１日（金）から８月３１日（土）まで

とし、応募の締め切りは２週間後の９月１４日（土）です。

（当日消印有効） 

各カーテンの縫製ケースに入っている「専用応募はがき」

に必要事項を記入の上、当キャンペーン事務局宛てに郵送

していただきます。当選の発表は１０月中旬ごろで、東西

１１月の公演は下記を予定しております。開催日時や演目

は５月以降にＨＰで発表いたします。今年もキャンペーン

にご協力いただきますよう宜しくお願いいたします。 

宝塚大劇場 ２０１９年１１月 月組公演 

東京宝塚劇場 ２０１９年１１月 花組公演 

  

平成３０年度平成３０年度平成３０年度平成３０年度    教育研修会開催の予定教育研修会開催の予定教育研修会開催の予定教育研修会開催の予定    

 

今月から３月にかけて、平成３０年度のスミノエ会教育

研修会を各地で下記のとおり開催いたします。会員の皆さ

まは、ぜひご参加いただきますようご案内いたします。詳

細につきましては各販売担当にお問い合わせください。 

 

■中四国ブロック（２月２７日（水）） 

会場：ホテルグランヴィア岡山 

「成功するリフォーム」 講師：西田恭子氏 

■中部ブロック（３月１９日（火）） 

  会場：木綿蔵・ちた／中部国際空港セントレア 

製織体験と施工現場見学会 

■東日本合同ブロック（３月２６日（火）） 

会場：スミノエソーイング茨城 

カーテン縫製工場・倉庫見学会 

■近畿合同ブロック（３月２８日（木）） 

会場：住江織物（株）京都美術工芸所 

製織体験と美術織物説明会 

 

東京インターナショナルギフトショーに出展東京インターナショナルギフトショーに出展東京インターナショナルギフトショーに出展東京インターナショナルギフトショーに出展    

 

２月１２日から１５日

まで東京ビッグサイトで

開催された「第８７回東京

インターナショナルギフ

トショー2019 春」に、ご

来場ありがとうございま

した。スミノエは自社ブー

スの他に「ディズニーＥＸ

ＰＯ」にも出展し、プリン

セスの新シリーズの発表

を行いました。 

 

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    

    

今月より３月末までの間、次年度のスミノエ会会員更新

の手続き期間となっております。引き続き、スミノエ会へ

のご理解、ご協力と会員のご継続を宜しくお願い申し上げ

ます。 

『『『『宝塚歌劇宝塚歌劇宝塚歌劇宝塚歌劇    観劇観劇観劇観劇    ご招待キャンペーンご招待キャンペーンご招待キャンペーンご招待キャンペーン』開催』開催』開催』開催    
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テキスタイル基礎知識テキスタイル基礎知識テキスタイル基礎知識テキスタイル基礎知識    ＢＢＢＢ        織物薄地（レース）編織物薄地（レース）編織物薄地（レース）編織物薄地（レース）編    

 

先月より、オーダーカーテンファブリックスで、特に注

目されているテクニックをレポートさせて頂いています。 

 

オーダーカーテンならではの付加価値を求めた進化は、

特にレースファブリックスで表現される事が多いようです。

これら、ファブリックスの拘りの部分は、ドレープと同じ

く一見ではなかなか分かりにくい部分だと感じて居ります。

この事を踏まえ、図解も含めながら出来るだけ分かり易く

詳細をお伝えさせて頂きたいと思います。 

日々の皆さまのお仕事に少しでもお役立て頂けましたら幸

甚です。 

 

新年２回目は、テキスタイル基礎知識B  織物薄地（レー

ス）編です。 

 

薄地（レース）ファブリックスで、特に注目されている代

表的なファブリックスとして、以下の４つが挙げられます。 

その１、『カット』ファブリックス 

その２、『オパール』ファブリックス 

その３、『刺繍』＝『エンブロイダリー』ファブリックス 

その４、『デジタルプリント』ファブリックス 

これら、主な４つのファブリックスについて、まとめたい

と思います。 

 

その１『カ

ット』とは、

２枚以上の

布が重なっ

たように織

っている織

物のうち１

枚側の生地

を部分的に

カットする

事で、意匠性を出している織物の事を言います。この組織

を使ったファブリックスは、特にレースカーテンで採用さ

れているケースが多いと思います。 

透けるボイル地に、ドビーやジャガードで柄を織り込んだ

糸を一部カットして模様を浮き出せたものが、カットファ

ブリックスといえます。 

 

今回は、その中

から株式会社ス

ミノエで取り扱

いのある２種類

の生地について、

説明させて頂き

ます。 

どちらのファ

ブリックスも、

「écru」エクリ

ュシリーズに掲

載されています。 

 

◆Ｕ−８０５３◆Ｕ−８０５３◆Ｕ−８０５３◆Ｕ−８０５３    

エバ（裾）柄でのカットファブリックスです。裾の方向

に向かってカットしてある部分を増やす事で、ボリューム

感が出て

います。

３００cm

巾ですの

で、大き

な窓に吊

って頂く

事でより

華やかな

窓辺を演

出できると思います。 

 

◆Ｕ−８０５４◆Ｕ−８０５４◆Ｕ−８０５４◆Ｕ−８０５４    

こちらの商品も、エバ（裾）柄でのカットファブリック

スになります。ボーダーに見えるように、横段カットのみ

を施しています。カットされている部分が、linenと言う所

も特徴の１つです。ナチュラルな素材とのコンビネーショ

ンが素敵です。カットのテクニック組織イメージを図に表

すと以下のようになります。 

次の注目ポイントとして、その２『オパール』ファブリッ

クスをご紹介させて頂きます。 
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オパールファブリックスはテクニックとしては、プリン

トの一種となります。バーンアウトとしてご存知の方も多

いと思います。オパールプリントとは、薬品で織物の糸を

部分的に溶かして透かし模様を作る加工のことを言います。 

この加工を行うには、特殊な糸を使う事が通例です。その

糸の構造は糸の中心部分がポリエステルで周りがコットン

やレーヨンなどの薬品で溶かす事が可能なコアヤーンとい

う糸を使います。日本ではポリエステル１００％で、オパ

ールプリントの商品を生産していますが、この加工が出来

るのは世界でも日本のみと言われている高い技術が必要な

加工です。今回は、その中から代表的な３種類の生地につ

いて説明させて頂きます。 

 

◆Ｄ−７０１８◆Ｄ−７０１８◆Ｄ−７０１８◆Ｄ−７０１８    

オパール加工に更にプリントをプラスしているファブリ

ックスです。

白のラッカ

ープリント

部分をプラ

スする事で、

花のボリュ

ーム感をよ

り出してい

ます。 

 

◆Ｄ−７０３９◆Ｄ−７０３９◆Ｄ−７０３９◆Ｄ−７０３９    

プレーンなオパールプリントです。ベースにとても細い

糸を使う事

で、より透

け感のある

エレガント

なファブリ

ックスに仕

上がってい

ます。 

 

◆Ｕ−８１２８◆Ｕ−８１２８◆Ｕ−８１２８◆Ｕ−８１２８    

敢えてコットンを含んだ糸を使う事で、スパンタッチの

カジュアル感のあるファブリックスに仕上がっています。

プリント

のパター

ンとベー

ス生地の

マッチン

グが、良

いファブ

リックス

だと思います。 

 

オパールのテクニック組織イメージを図に表すと以下のよ

うになります。 

 

次は、その３『刺繍』＝『エンブロイダリー』ファブリ

ックスをご紹介させて頂きます。先月のドレープ編でもご

紹介させて頂いたテクニックと同じですが、日本のオーダ

ーカーテンでは、レース生地に刺繍を施したファブリック

ス方が、人気が高いようです。また、日本で展開されてい

るエンブロイダリーファブリックスは、防炎品が多い事も

特徴の１つと言えるでしょう。通常、刺繍の糸はレーヨン

素材を使う事が機械とのマッチングを含め多いのですが、

日本ではこれらの商品にプラスアルファの機能として、防

炎（イ）ラベルの開発が進んでいます。生産地としては日

本以外の国へ生産依頼をしているケースも多いようです。

また糸のみではなく仕上げ加工の工程を日本で行うなど、

様々な工夫をする事で商品化を可能にしています。 

 

スミノエのエンブロイダリーは、国内オーダーカーテン

BOOKの中でも人気が高い商品が多いと思います。その中か

ら代表的な３種類の生地をご紹介させて頂きます。 

 

◆Ｄ−７０３４◆Ｄ−７０３４◆Ｄ−７０３４◆Ｄ−７０３４    

エンブロイダリーのパターンとしては、花柄などを含め

エレガントなテイストのパターンが多い事が日本の傾向で

す。しかし、近年のインテリアテイストがモダン傾向にな

ってきている事を受け、幾何柄も以前より見かけるように

なりました。このＤ−７０３４は、２色の刺繍糸を使用し緩

やかな流れのあるパターンを採用しています。コーディネ

ートドレープを植物柄にする事で、よりトレンド感のある

組み合わせが可能です。 
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◆Ｄ−７０３５◆Ｄ−７０３５◆Ｄ−７０３５◆Ｄ−７０３５    

スミノエらしい、花柄のエンブロイダリー商品です。 

花びらの

立体感を

刺繍の針

の動きで

巧みに表

現してい

ます。ソ

フトなカ

ラーで、

優しい窓

辺の演出

が素敵なファブリックスです。 

 

◆Ｕ−８００３◆Ｕ−８００３◆Ｕ−８００３◆Ｕ−８００３    

近年、注目されている生き物のパターン（鳥）が表現さ

れているエンブロイダリー商品です。刺繍糸の色数をぐっ

と抑えているところも、今らしく仕上がっているポイント

になっていると思います。花のベース部分に白い面を作る

事で、より立体感のある仕上がりに見えます。 

このレポート最後の注目ポイントとして、その４『デジ

タルプリント』ファブリックスをご紹介させて頂きます。 

  

デジタルプリントは、インテリアファブリックスの世界

では特に海外でいち早く取り入れられ、商品化されたテク

ニックです。一説によると、イタリアで織物の売り上げが

下がった際、織物メーカーが会社の存続を掛けてデジタル

プリントの機械を取り入れたと伺っています。その際、彼

らが住んでいるヨーロッパ大陸で収穫可能なリネン生地に

デジタルプリントをする事が、とても新しく革新的なファ

ブリックスとして評価された事が始まりのようです。 

また、環境の視点から見ても優しいプリント方法として、

今の時代のニーズにぴったりとはまったのだと思います。 

また、デジタルプリントの出現によって、プリント加工の

際に必ず発生するリピートや色数の規制の枠が、フリーに

なった事も注目された要因だと思います。リピートや色数

がフリーになった事は、パターンの視点から見るとテキス

タイルデザインがアートの世界に急速に近づいたと言える

と思います。日本の市場では、価格面や品質また素材の視

点からまだまだ展開が多くはありませんが、今後さらに増

えて行く方向にあると思います。 

今回は、その中からポリエステルレース生地でのデジタ

ルプリント商品を１点ご紹介させて頂きます。 

 

◆◆◆◆ＵＵＵＵ−８１２５−８１２５−８１２５−８１２５    

最大のポイントは、リピートの大きさです。 

タテ：２９５cm  ヨコ：１４８cmという伸びやかなパタ

ーンになっています。中々見る事がない大きさだと思いま

す。大きなリピートの、馬車の行列がプリントされていま

す。 

レースファブリックスなので、色が見えにくい部分もあり

ますが、よく見ていただくと多色な事も感じて頂けると思

います。微妙な色の違いもデジタルプリントなので、型数

を気にせず表現できていると思います。 

 

レースカーテンは、施主の方が在宅されている時にも閉

めている事が多いので、目に触れる時間が長いファブリッ

クスです。この事を考慮しますと、レースカーテンこそ一

番のお気に入りを選んで頂きたいと思います。 

 

レースカーテンには、様々なテクニックを採用している

付加価値のあるファブリックスが多いので、是非『My Best 

One』を見つけて頂き、お客様と共有して頂ける事を願って

います。 

 

＜参考＞ 

・繊研新聞 

・Textile Tree テキスタイル用語辞典 成田典子著    

 


