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株式会社スミノエでは、プロの方を対象に全国各地の弊

社ショールーム会場にて「2022 SUMINOE 新作発表会」

を開催いたします。 
各会場では、商品開発担当者より現物サンプルを交えな

がら新商品セミナーを実施いたします。なお、開催期間中は

オンライン展示会にて商品のご紹介動画を公開いたします。 
 

2022 SUMINOE 新作発表会 全国開催スケジュール 
ブロック 

地区 
ショールーム 

会場 
ショールーム会場 

開 催 期 間 
オンライン展示会 

閲 覧 期 間 

北海道 
S・I・P 
札幌  

6 月 22 日(水) 
・23 日(木) 

6 月 1 日(水)  
～ 7 月 1 日(金) 

東 北 S・I・P 
仙台  

6 月 8 日(水) 
・9 日(木) 

〃 

東日本 
S・I・P 
東京  

6 月 21 日(火) 
 ～ 6 月 24 日(金) 

〃 

中 部 
S・I・P 
名古屋  

6 月 9 日(木) 
・10 日(金) 〃 

近 畿 S・I・P 
大阪  

6 月 20 日(月) 
 ～ 6 月 24 日(金) 

〃 

中四国 
S・I・P 
岡山  

6 月 28 日(火) 
 ～ 7 月 1 日(金) 

〃 

九 州 
S・I・P 
福岡  

6 月 29 日(水) 
・30 日(木) 〃 

・ご予約や詳細につきましては、各地の弊社営業担当へお問い合わせください。 

・展示品目やタイムスケジュールは各会場によって異なる場合がございます。 

・開催期間中は、個人の方の入場を制限させていただく場合がございます。 

新作発表会では、7月発売予定の新作「mode S（モード

エス）カーテン 見本帳 VOL.10」を中心に出展いたします。 
今回のmode Sは、『BLUR ”ブラー”（境界をぼかす/ 曖

昧にする）』をデザインテーマに、室内と外（風景）に繋が

りを持たせるデザインをコンセプトに開発いたしました。

自然からインスパイアされたニュアンスのあるカラーやテ

クスチャ表現を強化し、前回の『HARD MODERN』の印

象に『SOFT ELEGANT』さをプラスし、彩りを与えるコ

レクションとなっています。 
また、7月発売予定の「DESIGN LIFE®（デザインライ

フ）EDITION.13」や、9月発売予定の「HOME® RUG MAT
（ホームラグマット）2022-2023」、1 月発売の「ムーミン 

EDITION.2」、4月発売の「水平循環型リサイクルタイルカー

ペットECOS®（エコス）iDシリーズ」も出展いたします。

この機会にぜひご参加ください。  

 
家庭用カーペット価格改定のお知らせ 

 

 原油需給のひっ迫による主要原材料の高騰を受け、6月1

日(水)より、下記の定番シリーズ「家庭用カーペット」の上

代価格改定を実施いたします。皆様方におかれましては、何

卒諸事情をご賢察いただき、ご理解とご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

なお、上代価格の詳細につきましては、SUMINOEホー

ムページに掲載いたします。別途ご参照頂きますよう、お願

い申し上げます。 

・HOME® RUG&MAT 2021-2022 

・BIG SIZE RUG VOL.9 

・piece®（ピース）帖敷CARPET collection vol.5 

・COLOR PALETTE® VOL.4 

・DESIGN LIFE® EDITION.13 

2022 SUMINOE 新作発表会のお知らせ 
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イタリア展示会プロポステ 
 

新型コロナウイルスの影響により、アジアからヨーロ

ッパへの訪問がまだ難しい中、新作発表の場としてのイ

ンテリア展示会が各国で華やかさを取り戻しつつありま

す。筆者が4月末に訪れたイタリアコモで開催の「プ

ロポステ」は、最高品質のものづくりをするテキスタイ

ル工場が集結する展示会として知られており、2022年

の今年、従前通り別荘地が立ち並ぶ風光明媚なコモ湖畔

で4月26日～28日の3日間開催されました。 

展示会場には、カーテンや椅子張りコレクションを今

後発表予定のテキスタイルデザイナーがヨーロッパ・ア

メリカ各地から多く来場し活気を感じた一方、近年廃業

や事業譲渡したというメーカーの話や展示会への出展を

控えている会社もあり、厳しい時代ならではと言える現

況も見えてきました。そのような時代の中で、各メーカ

ーが展示会場で発表した素材やデザインについてレポー

トしたいと思います。 
発表された商材で何が「注目」であったかについて

は、主催者による素材提案エリア「ファブリックフォー

ラム」でいくつかのポイントが見られました。約70の

出展社から提示された”新しい生地”をディスプレイす

るインスタレーションエリアで特に多くのメーカーが取

り上げたのは、①サスティナブル ②自然からインスパ

イアされるもの ③心地よい手触り ④幾何学柄のバリエ

ーション、の4項目。それぞれについて下記に解説し

たいと思います。 
 

 
①「サスティナブル」 

展示アイテムのほぼ全てのアイテムで取り上げられ、

大きな流れとなっていたのがサスティナブルへの取り組

みです。洋服やペットボトルの再生糸を使用したポリエ

ステルやコットンを多くのメーカーが採用し、難燃糸の

ブランドであるトレビラCSのエコバージョンも以前よ

り多く見られました。 

サスティナブルに関し、どの認証を得た生地であるかの

表示については、「エコテックス」「GOTS（ゴッツ / 
オーガニックテキスタイル世界基準）」「GRS（グロー

バル・リサイクルド・スタンダード）」「BCI（ベター・

コットン・イニシアチブ）」「REACH（化学品の登録、

評価、認可及び制限に関する規則）」「RECOVER（ア

ップサイクル・テキスタイル・システム / 再生糸生産

循環システム）」などが揃い、エコ素材として注目のリ

ネン、ヘンプ、バンブー、ウールの使用や、地元のクオ

リティ高い素材を使用しようという動き（例えばベルギ

ーリネン）も見られました。2,3年前から世界のテキス

タイル展示会においてはサスティナブルへの取り組みが

特に大きく取り上げられ始めましたが、工場から反物を

購入する買い手側から「環境に配慮している商品しか買

わない」という動きもある中で、ニーズに応えるべくさ

まざまな提案がずらりと紹介されたのが今回のファブリ

ック・フォーラムであったのだと思います。 
 
②「自然からインスパイアされるもの」 

新商材のカラーは全体的に自然な風合いが感じられる

グレーイッシュなものが目立ち、少し地味に見えるのが

気になったほどです。ヨーロッパのテキスタイルに期待

する美しく鮮明なカラーリングというのは影を潜め、土

や石を思わせるようなグレーやベージュ色によってナチ

ュラル感が強調され、ピンク、ブルー、イエロー、グリ

ーンといったカラーはどちらかというとマットで落ち着

テキスタイル海外最新情報 
エルクリエーション(株) 代表 ⾼⽥ 真由美 
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きのある色調で

表現されていま

す。ただし、落

ち着きのあるそ

れらの商材の技

術には凝ったも

のが多く、多種

の異なる糸を使

った複雑な織り

や、ブークレ糸

やスラブ糸とい

った意匠糸で凹

凸による3Dの

変化を持たせる

など、色は落ち

着いているけれど、クラフツマンシップを感じる手技に

よって存在感を発揮するというのが今年流でした。 
 
③「心地よい手触り」 

柔らかなコットンシュニールやウールの使用、心地よ

いベルベットの椅子張り生地、特別なフィニッシュで気

持ちの良い手触り感を実現したものや、ストーンウォッ

シュによる自然

な心地よさな

ど。「手で触っ

た時に心地よさ

を感じる」をキ

ーワードにする

質感は以前から

注目されていま

すが、暗いニュ

ースが多い中、

気持ちをリラッ

クスさせる要素

として今後もし

ばらくこの傾向

が続くのだろう

と思います。 
 
④「幾何学柄のバリエーション」 

パターンは何が主流かと言うと、新しい表現として目

についたのは「幾何学柄のバリエーション」です。自然

が注目され、花・植物・木肌・石目というラインナップ

が多い中、「ファブリック・フォーラム」には、斜めに

柄が走るジグザグ文様・ツイル（あや織り）・菱形や、

横ストライプ、チェッカー柄などが揃い、その大きさは

超がつくほどの小さなものから大胆で大きなものまで

様々で、不規則にラインが交差するような複雑なパター

ンまで揃っていました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
この展示会で発表されるメーカーのアイデアを元に、

来場のデザイナーたちがコンセプトに応じて開発するコ

レクションは2023年以降に発表されるのが主流となる

はずです。そのため今回ご紹介の各要素は、今後数年に

わたり市場で見られる内容と考えて良いのではないでし

ょうか。ただサスティナブルに関してだけは動きが早

く、昨年から見てもデザインや質感のバリエーションが

比較にならないほど多くなっており、各種認証制度のリ

サーチと採用に関しての動きは迅速で、環境問題に対し

ての取り組み規模の大きさとスピード感を考えると、今

後非常に早く展開していくであろうと思われました。

2022年の1つのテキスタイル展示会で見えた潮流とし

て、上記ご参考にしていただきたいと思います。 

※ブークレ（bouclé）：フランス語で「輪」という意

味で英語ではループヤーン（loop yarn）と呼びます。 
 
※スラブ糸：意匠糸の一種で不規則な節を持った

糸。節の部分の撚りを甘くしている。 
 
※コットンシュニール：シュニールとはフランス語

で毛虫のこと。シェニールとも。毛布等に使われる

糸で肌触りがよい。 


