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Introduction
日本繊維機械学会とは？

繊維ならびに繊維機械に関する学術の進歩発展を図
り、かつこれに関する工業の発展に資することを目
的とし、繊維産業に携わる方々の結集体として、昭
和 23 年（1948 年）に創立されました。それ以来、
テキスタイルの製造、糸づくり、織物、編物、不織
布、染色仕上、縫製からあらゆる産業資材、またナ
ノファイバー、e-テキスタイルからデザイン、ファ
ッションとそれに関連する機器・装置など様々な分
野において、産学官協同を基調として活動を展開し
ております。学会活動の活発化や会員の相互啓発は
会員が多数であればあるほど、より高く深くなりま
す。あなたのご入会をお待ちします。繊維のことな
ら、いますぐ日本繊維機械学会へ。

入会特典

ご入会いただけますと次のような特典があります。
●機関誌の繊維機械学会誌「せんい」（定価 1 冊 2,000 円）を
毎月無料で送付します。
●論文誌「Journal of Textile Engineering」（定価 1 冊
2,000 円）を隔月に無料で送付します。
●開催行事（講演会、年次大会、秋季セミナー、テキスタイ
ルカレッジ、見学会等）に割引料金（会員価格）でご参加
いただけます。
●年 1 回の総会に参画頂きご要望を学会運営に反映できます。

Journal
ジャーナル

■繊維機械学会誌「せんい」（月刊）

繊維機械や繊維についての最新トピックスを紹介・解説
（会員：無料で毎月送付）。

■Journal of Textile Engineering（隔月刊）

和文・英文のオリジナル学術論文を掲載する学術雑誌
（会員：無料で隔月送付）。

■海外繊維技術文献集（隔月刊）

繊維技術に関して、海外で発行された重要な文献を日本語に
翻訳して紹介（有料）。

Event
イベント

会員の種類と会費

■正会員

この法人の目的に賛同して入会した個人
会費 8,000 円（年額）

●機関誌の繊維機械学会誌「せんい」（定価 1 冊 2,000 円）を毎月
無料で送付します。
●論文誌「Journal of Textile Engineering」（定価 1 冊 2,000 円）
を隔月に無料で送付します。
●開催行事（講演会、年次大会、秋季セミナー、テキスタイルカレッ
ジ、見学会等）に本人に限り割引料金（会員価格）でご参加いただ
けます。

■学生会員

この法人の目的に賛同して入会した在学中の学生
会費 2,000 円（年額）

●機関誌の繊維機械学会誌「せんい」（定価 1 冊 2,000 円）を毎月
無料で送付します。
●論文誌「Journal of Textile Engineering」（定価 1 冊 2,000 円）
を隔月に無料で送付します。
●開催行事（講演会、年次大会、秋季セミナー、テキスタイルカレッ
ジ、見学会等）に本人に限り割引料金（会員価格）でご参加いた
だけます。

■賛助会員

この法人の目的に賛同し、事業を賛助する目的で入会した
団体、又は個人
会費 95,000 円（年額）

●繊維機械学会誌「せんい」（定価 1 冊 2,000 円）を毎月 5 冊
無料送付
●Journal of Textile Engineering（隔月刊）
（定価 1 冊 2,000 円）を
隔月 5 冊無料送付
●賛助会員会社または団体からの各種行事参加者はすべて割引料金
（会員参加費）にて参加できます。
●年次大会（研究発表会）、秋季セミナー等の要旨集無料で送付
します。

■維持会員

この法人の目的に賛同し、特に財政的維持に協力する
団体、又は個人
会費 280,000 円（年額）

●繊維機械学会誌「せんい」（定価 1 冊 2,000 円）を毎月 10 冊
無料送付
●Journal of Textile Engineering（隔月刊）
（定価 1 冊 2,000 円）を
隔月 10 冊無料送付
●維持会員会社または団体からの各種行事参加者はすべて割引料金
（会員参加費）にて参加できます。
●年次大会（研究発表会）、秋季セミナー等の要旨集無料で送付
します。

■年次大会

特別講演、一般研究発表、ポスター発表、製品展示、懇親会を
通じて、最新の研究情報交換・交流を行います。

■秋季セミナー

最新の話題についての特別講演、特別テーマ講演を通じて、最
新の研究情報交換を行います。

■テキスタイルカレッジ

海外諸国に比較して弱体化しつつあり、体系的教育がほとんど行
われていなかった我が国の繊維教育に対し、本学会が持つ繊維に
関する知識情報の動員機能を活用して、人材育成と技術継承を主
目的とした歴史ある教育コースです。ベテランの方々には知識の
整理に、中堅の方々には情報の収集に、若手の方々には基礎知識
の吸収に、テキスタイルカレッジへのご参加をお薦めします。
「2 日で学ぶ布づくり」 「染色加工応用講座」
「感覚と計測」
「染色加工基礎講座」
「糸づくり講座」
「実習：KESによる布特性の測定講座」
「織り組み編み基礎講座」「合繊の基礎と最新の技術」
「不織布実用講座」
「繊維製品の品質管理と品質保証」

■繊維工学研究討論会（国際シンポジウム）

TEXTILE RESEARCH SYMPOSIUM
国内外の繊維工学研究者や技術者間の、繊維工学研究討論な
らびに情報交流をはかるために 1972 年に始まり、Mt.Fuji
Conference の愛称で親しまれています。参加者は新しい知
識を広範囲に得ることができ、また討論の時間を十分に設け
ているため、本質的な問題について理解を深めることができ
ます。例年国内外から 60 〜 100 名が集い、30 〜 40 論文が
討論され、特に若い研究者が著名な海外からの研究者と親し
く話せる国際学術交流の場になっています。

■その他講演会、討論会、シンポジウム、見学会などを
企画します。

Field & Activity
研究開発活動

繊維に関する種々の分野を取り扱い、多くの研究会が活動
しています。
繊維機械研究会
不織布研究会
繊維リサイクル技術研究会
テキスタイル科学研究会
テクテキスタイル研究会

企業心理と消費者心理研究会
ナノファイバー研究会
e‐テキスタイル研究会
コンポジテックス研究会
バーチャルテキスタイル研究会

