
繊維・未来塾は平成 24年5月19日、大阪科学技術センターで創立講演会を開催し立ち上げました。

創立講演会は、経済産業省製造産業局繊維課田川和幸課長による「繊維・未来塾への期待」のご講演の後、

「繊維産業 明日への提言」をテーマにシンポジウムを開催しました。【コーディネーター：松田正夫（繊維・

未来塾長）、パネラー：貝原良治（カイハラ（株）会長）、八代芳明（東海染工（株）社長）、松尾憲久（マツオ

インターナショナル（株）社長）、井上真理（神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授）】

それ以降に入会された方は岩手、山形、山梨、東京、静岡、岐阜、愛知、京都、和歌山、大阪、兵庫、京都、

広島、愛媛などの約90人（運営委員含む）です。塾生は「モノづくりを支える繊維・テキスタイル・アパレル

企業等の経営者・後継者・経営幹部」が中心ですが、他に繊維機械メーカーなどの方も入会されました。

【初年度】

繊維・未来塾 創立総会・記念シンポジウム（平成24年5月19日（土）：大阪科学技術センター）

創立総会

（１）「繊維・未来塾」塾長挨拶      （株）大阪繊維リソースセンター 特任顧問 松田 正夫氏

（２）日本繊維機械学会長挨拶            京都工芸繊維大学大学院 教授 木村 照夫氏

（３）来賓挨拶「繊維・未来塾」への期待   経済産業省 製造産業局 繊維課課長 田川 和幸氏

（４）設立経過報告            繊維産業活性化委員長、京都工芸繊維大学 松下 義弘氏

記念シンポジウム パネルディスカッション「繊維産業明日への提言」

    コーディネーター 松田 正夫氏（繊維・未来塾長）

        パネラー 貝原 良治氏（カイハラ株式会社会長）

             八代 芳明氏（東海染工株式会社社長）

             松尾 憲久氏（マツオインターナショナル株式会社社長）

             井上 真理氏（神戸大学、日本繊維機械学会理事、企画委員長）

第 1 回 繊維・未来塾（平成 24年7月7日（土）：大阪科学技術センター）

講演「アパレル業界変遷とメードインジャパン」

メーカーズシャツ鎌倉（株）取締役会長 貞末 良雄氏

ディスカッション

第 2 回 繊維・未来塾（平成 24年10月27日（土）：大阪科学技術センター）

講演（１）「今治タオルのブランディング戦略と今後」

繊維・未来塾運営委員、渡辺パイル織物（株）代表取締役社長 渡邊 利雄氏

講演（２）「今後の経済環境を踏まえたこれからの小売業百貨店のあるべき姿」

（株）三越伊勢丹ホールディングス 代表取締役社長 大西  洋氏

ディスカッション

第 3 回 繊維・未来塾（平成25年2月2日（土）：大阪科学技術センター）

講演（１）「社会の変遷と人生の転機」

繊維・未来塾運営委員、マツオインターナショナル（株）代表取締役社長 松尾 憲久氏

講演（２）「世界と闘う為に必要な日本繊維業界の進化とは」

佐藤繊維（株）代表取締役 佐藤 正樹氏

ディスカッション

第 4 回 繊維・未来塾（平成25年3月30日（土）：大阪科学技術センター）

講演「製造業より創造業へ～愛と創造と氣で挑む～」

（株）島精機製作所 代表取締役社長 島  正博氏

ディスカッション



【２年目】

シンポジウム（平成25年4月10日：東京）

特別講演「これからの繊維ものづくりへの期待」  経済産業省 製造産業局 繊維課長 片岡 進氏

シンポジウム「ものづくりの課題－売り場との出会い」

コーディネーター：松田 正夫氏（繊維・未来塾長）

パネラー：八木原 保氏（（株）ジム代表取締役、（社）日本メンズファッション協会理事長）

貞末 良雄氏（メーカーズシャツ鎌倉（株）代表取締役会長）

中橋 宣雄氏（中橋莫大小（株）代表取締役、東京ニットファッション工業組合理事長）

川合創記男氏（（株）川合染工場代表取締役、東京都繊維染色協同組合理事長）

見学会「（株）島精機製作所」（平成25年5月29日）（和歌山市）

第 5 回 繊維・未来塾（平成25年6月8日（土）：大阪科学技術センター）

繊維・未来塾メンバーの企業紹介シリーズ

（１）（株）京都紋付 代表取締役 荒川  徹氏

        （２）阪上織布（株）取締役 阪上 元彦氏

講演「良品計画の経営改革とグローバル展開」

（株）良品計画 代表取締役会長 松井 忠三氏

分科会（雑貨関係）（平成25年7月10日：大阪科学技術センター）

      【講師】（株）三越伊勢丹 婦人雑貨統括部婦人第二商品部 雑貨バイヤー 高谷 浩平氏

第 6 回 繊維・未来塾（平成 25年8月24日（土）：大阪科学技術センター）

繊維・未来塾メンバーの企業紹介シリーズ

（１）阿江ハンカチーフ（株）代表取締役 阿江 克彦氏

         （２）東亜ニット（株）代表取締役 熊谷 大輔氏

講演「クラボウ人生“工”から“商”へ」

クラボウインターナショナル最高顧問 釜谷 昌宏氏

第 7 回 繊維・未来塾（平成25年10月5日（土）：大阪科学技術センター）

三越伊勢丹対応プロジェクト報告

講演「ジュピターショップチャンネルの現状と課題」

ジュピターショップチャンネル（株）代表取締役社長 篠原 淳史氏

見学会（株）タカラ 小豆島工場（平成25年10月11日：香川県）

見学会 カイハラ（株）（平成25年12月6 日：広島県福山市）

  

第 8 回 繊維・未来塾（平成 26年2月8日（土）：大阪科学技術センター）

企業紹介シリーズ「我が社の目指すものとその経営理念」

狭山ホームワーキング（株）代表取締役 津貫 利光氏

講演「デニム一筋 カイハラの戦略」

カイハラ（株）代表取締役会長 貝原 良治氏

三越伊勢丹プロジェクト 商品プレゼン会（平成26年3月19日：新宿テアトルビル）



【３年目】

第 9 回 繊維・未来塾（平成 26年4月19日（土）：大阪科学技術センター）

繊維・未来塾メンバーの企業紹介シリーズ

（１）「企業紹介と経営について」

（株）オカテックス 代表取締役社長 岡﨑 芳久氏

（２）「シルクへの思い」

豊栄繊維（株）代表取締役社長 北丸  豊氏

講演・対談

「ユナイテッドアローズの理念経営と繊維産業の輝く未来に向けて」

  （株）ユナイテッドアローズ 取締役会長 重松  理氏

  （株）ユナイテッドアローズ  執行役員 山崎万里子氏

第 10 回 繊維・未来塾（平成 26年7月26日（土）：大阪科学技術センター）

繊維・未来塾メンバーの企業紹介シリーズ

（１）「インクジェットプリントとの出逢い、そして、下請けからの脱却。アメリカへの挑戦。」

（株）吉村ニット 代表取締役 吉村 康行氏

（２）「クレッシェンド・ヨネザワとしての取り組み」

粟野商事（株）営業部（ストール部）大橋 淳子氏

講演

「原理原則の徹底」

タビオ（株）代表取締役会長 越智 直正氏

特別例会（平成26年8月18日（月）：大阪科学技術センター）

「国の繊維事業に対する補助事業について」

説明者：前経済産業省繊維課課長補佐、（株）マルション・アンサンブル代表取締役 鈴木 恵枝氏

「クールジャパン機構の取り組みについて」

説明者：（株）海外需要開拓支援事業機構（略称：クールジャパン機構）代表取締役社長 太田 伸之氏

（前（株）松屋常務執行役員、前（株）イッセイミヤケ代表取締役社長）

ユナイテッドアローズプロジェクト 商品プレゼン会（平成26年9月4日：（株）ユナイテッドアローズ）

クールジャパン機構の海外需要開拓支援に関する検討会（平成26年9月11日（木）：大阪科学技術センター）

第 11 回 繊維・未来塾（平成26年10月4日（土）：大阪科学技術センター）

繊維・未来塾メンバーの企業紹介シリーズ

（１）「奇跡の藍染 －世界一のテキスタイルを目指して－」

（株）ショーワ 代表取締役社長 髙杉 哲朗氏

（２）「刺繍屋さんからトータル二次加工メーカーへ」

（株）エミュ・ラクサイ 代表取締役 駒嵐美佐子氏

講演

「皆川魔鬼子のテキスタイル 創意と工夫から」

（株）イッセイミヤケ 取締役 皆川魔鬼子氏



第 12 回 繊維・未来塾（平成 27年2月21日（土）：大阪科学技術センター）

繊維・未来塾メンバーの企業紹介シリーズ

（１）「染まるものは何でも染めてみよう！」

西染工（株）代表取締役 山本 敏明氏

（２）「ニーズを敏感に掴む、お役立ち企業を目指す！」

廣島織染協同組合 代表理事 宇田幸太郎氏

講演

「ファクトリーダイレクトSPA の勧め」

（株）小島ファッションマーケティング 代表取締役 小島 健輔氏



【４年目】

第 13 回 繊維・未来塾（平成27年5月23日（土）：大阪科学技術センター）

繊維・未来塾メンバーの企業紹介シリーズ 企業紹介と海外展（ミラノウニカ）報告

（１）辰巳織布（株）代表取締役社長 辰巳 雅美氏

（２）（有）福田織物 代表取締役 福田 靖氏

講演

「中堅・中小製造業の経営現場に学ぶ」

大阪大学名誉教授、神戸大学名誉教授、新鋭経営会会長 岩田 一明氏

（株）髙島屋との取り組み 第１回（平成27年7月27日：東京）

「日本の繊維産業との新たな取組みによるモノづくり」

講演・商品プレゼン会

第 14 回 繊維・未来塾（平成27年10月3日（土）：大阪科学技術センター）

繊維・未来塾メンバーの企業紹介シリーズ

（１）豊栄繊維（株）代表取締役社長 北丸 豊氏

（２）林キルティング 代表 林 千尋氏

講演

「繊維産業の課題と展望」

経済産業省 製造産業局 繊維課長 寺村 英信氏

海外研修「国際繊維機械見本市」（ITMA2015）視察（平成27年11月11日～11月17日）

国際繊維機械見本市 ITMA2015の視察、カルビ地方の工場見学等

第 15 回 繊維・未来塾（平成27年12月19日（土）：大阪科学技術センター）

繊維・未来塾メンバーの企業紹介シリーズ

（１）林キルティング 代表 林 千尋氏

（２）豊栄繊維（株）代表取締役社長 北丸 豊氏

講演（14.40～15.40）
「E コマースからIo T インダストリー4.0へ」

（株）AMS 代表取締役社長 村井 眞一氏

第 16回 繊維・未来塾（平成28年3月12日（土）：大阪科学技術センター）

繊維・未来塾メンバーの企業紹介シリーズ

（１）宇仁繊維（株）常務取締役、丸増（株）代表取締役社長 宇仁麻美子氏

（２）若手の会の報告                         

講演

「アパレル・ファッション産業の現状と今後～２０２０年に向けて～」

（一社）日本アパレル・ファッション産業協会 理事長       

（株）オンワードホールディングス 代表取締役会長 廣内  武氏



【５年目】

（株）髙島屋との取り組み 第２回（平成28年5月9日）（東京）

講演・商品プレゼン会

第 17 回 繊維・未来塾（平成28年5月28日（土）：大阪科学技術センター）

繊維・未来塾メンバーの企業紹介シリーズ        島田製織（株）代表取締役社長 嶋田 幸直氏

「日本繊維機械学会のもつシーズ・大学との共同研究事例」

神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 教授、（一社）日本繊維機械学会副会長 井上 真理氏

講演

「今後の中小企業の生き残り」

エアー・ウォーター（株）上席執行役員電力事業戦略部担当 山本 健介氏

元経済産業省繊維課長－中小繊維製造事業者自立事業を推進した繊維課長

見学会「（株）福原精機製作所」（平成28年8月5日（金））（神戸市）

第 18 回 繊維・未来塾（平成28年10月1日（土）：大阪科学技術センター）

繊維・未来塾メンバーの企業紹介シリーズ

（１）岐セン（株）代表取締役社長 後藤 勝則氏

「大津毛織の100年と未来展望」

（２）大津毛織（株）代表取締役 臼谷旗世彦氏

講演

「セミリタイアーマンの見た世界」－英国の状況、中国の状況、一消費者としてみた繊維業界－

元伊藤忠商事常務取締役、元デサント社長 田尻 邦夫氏

第 19回 繊維・未来塾（平成28年12月10日（土）：大阪科学技術センター）

講演

「国の繊維関連中小企業施策について（平成28年度第2次補正予算及び平成29年度概算要求）」

経済産業省 製造産業局 生活製品課 課長補佐 長谷川貴弘氏

講演

（株）シップス 代表取締役社長 三浦 義哲氏

第 20 回 繊維・未来塾（平成29年2月25日（土）：大阪科学技術センター）

講演（１）「カネなしコネなしの在庫処分会社。何に集中したか。」

（株）Shoichi 代表取締役 兼 最高経営責任者（CEO） 山本 昌一氏

講演（２）「アダストリアの経営戦略とアパレル業界の変遷」

（株）アダストリア 代表取締役会長 福田三千男氏



【６年目】

第 21 回 繊維・未来塾（平成29年5月27日（土）：大阪科学技術センター）

繊維・未来塾メンバーの企業紹介シリーズ

（１）「繊維・アパレル産業の変遷」

繊維・未来塾幹事、京都工芸繊維大学シニアフェロー 松下 義弘氏

（２）「LeCENT」
林田（株）代表取締役社長 林田 誠司氏

講演

講師：（株）高島屋 常務取締役 MD 本部長 亀岡 恒方氏

質疑応答・ディスカッション

MD 本部レディースファッションDV 長 長花谷聡子氏

MD 本部紳士服・紳士雑貨DV 長 竹下  真氏

MD 本部子供・情報・ホビーDV 長 杉山 智子氏

第 22 回 繊維・未来塾（平成29年8月19日（土）：大阪科学技術センター）

繊維・未来塾メンバーの企業紹介シリーズ

「匠の夢ビフォー＆アフター」

・設立前の状況、・設立後の経緯、・Ity+Kの役割

Ity LLC. 代表 井上 真臣氏

Ity LLC. 代表 兼 デザイナー 高橋 秀実氏

マツオインターナショナル（株） 楠野 充絵氏

「匠の夢の設立経過と次代への夢」

マツオインターナショナル（株）代表取締役社長 松尾 憲久氏

講演、質疑応答

デザイナー 大野 陽平氏 http://yoheiohno.com/
文化服装学院でパターン カッティング・ソーイングの基礎を習得。その後イギリスに留学し、ノッティンガム・

トレント大学(Nottingham Trent University)でファッションを学ぶ。2014年自身のブランドを設立。2016年

「TOKYO FASHION AWARD 2017」の受賞者6名の一人に選出される。

デザイナー 中田 優也氏 http://www.yuyanakata.com/
1988 年7月生まれの28歳で岐阜出身。名古屋学芸大学在学中に渡仏、2010年Acad émie Internationale de 
Coupe de Paris を卒業しルッツヒュエル(Lutz Huelle)でスタージュを経験。2011年に名古屋学芸大学を卒業後

「ミナ ペルホネン」や「イッセイ ミヤケ」でインターンシップを経験し、2013年に文化ファッション大学

院大学を主席で修了。2014年2月から2016年9月までオンワード樫山の「ベイジ」でデザイナーを務め独立。

2017-18秋冬シーズンから独自のブランドをスタートさせる。

デザイナー 青木 明子氏 http://www.akikoaoki.com/
2009 年に女子美術大学を卒業。2009年から2010年セントマーチンズ(Central Saint Martins)でファッション

を学ぶ。2011年から2012年、ファッションデザイナーの山縣良和が設立した「ここのがっこう」のアドバンス

コースに所属。2015年春夏シーズンに東京ニューエイジ枠でデビュー。



見学会（平成29年11月8日（水））

10:20 掛川駅新幹線改札集合

10:30～ 貸切バスで移動、掛川駅出発

11:00～12:30 福田織物 見学ミーティング

12:30～13:30 昼食

13:30～ 移動

15:00～16:30 古橋織布 見学ミーティング

16:30～ 移動

17:30 浜松駅到着

第 23 回 繊維・未来塾（平成29年11月25日（土）：大阪科学技術センター）

テーマ：「先進テキスタイルメーカーの転換点、未来」

講 師：古橋 敏明氏【古橋織布（浜松）代表取締役】

福田  靖氏【福田織物（掛川）代表取締役】

渡邊 利雄氏【渡辺パイル織物（今治）代表取締役社長】

コーディネーター：松尾憲久氏【マツオインターナショナル代表取締役社長】

第 24 回 繊維・未来塾（平成30年2月24日（土）：大阪科学技術センター）

講演（１）「ファッションのデジタル化と未来について」

デジタルファッション（株）代表取締役社長 森田 修史氏

講演（２）「繊維産業の現状と課題」

経済産業省 製造産業局 生活製品課 課長 杉山 真氏

質疑応答



【７年目】

第 25 回 繊維・未来塾（平成30年7月14日（土）：大阪科学技術センター）

繊維・未来塾メンバーの企業紹介シリーズ

（有）ニイヨンイチ（241CO.）代表取締役社長 藤井 英一氏

講演

「日本のアパレル デザイナーの役割 次代へのアプローチ」

（株）ユマコシノアソシエイツ 代表取締役 小篠 ゆま氏

質疑応答

第 26回 繊維・未来塾（平成30年10月6日（土）：大阪科学技術センター）

繊維・未来塾メンバーの企業紹介シリーズ

吉田染工（株）代表取締役 吉田 篤生氏

講演

「私の歩んだ繊維街道」

（株）エイガールズ 取締役会長、繊維・未来塾 副塾長 山下 雅生氏

質疑応答

第 27回 繊維・未来塾（平成31年2月2日（土）：大阪科学技術センター）

繊維・未来塾メンバーの企業紹介シリーズ

東洋紡糸工業（株）代表取締役社長 高橋 恭二氏

岡本織物（株）専務取締役 デザイナー 岡本 絵麻氏

講演

「新しい価値」の創造と提供を求めて

（株）阪急阪神百貨店 代表取締役社長 荒木 直也氏

質疑応答

第 28回 繊維・未来塾（平成31年3月2日（土）：大阪科学技術センター）

講演（１）

「メイドインジャパンを世界へ」

ファクトリエ代表、ライフスタイルアクセント（株）代表取締役 山田 敏夫氏

後援（２）

「日本の繊維事情と繊維業界が活用できる来年度の諸施策（補助金）について」

経済産業省 生活製品課 課長補佐 荒木 貴志氏

質疑応答



【８年目】

第 29 回 繊維・未来塾（令和元年5月25日（土）：大阪科学技術センター）

（１）意見交換会

繊維・未来塾は設立以８年目。今後のあり方（組織、運営方法、内容など）について意見交換。

（２）講演

「B to C短縮型ビジネスの到来」

株式会社MD03 代表取締役 太田 伸之氏

質疑応答

見学会（令和元年7月4日（木）、5日（金））

7 月 4日（木）

（１）株式会社TSIソーイング米沢新工場（山形県米沢市アルカディア1-808-9）
（２）株式会社新田（山形県米沢市松が岬2-3-36）
（３）粟野商事株式会社（山形県米沢市中央1-7-32）
7 月 5日（金）

（４）佐藤繊維株式会社（山形県寒河江市元町1-19-1）

第 30 回 繊維・未来塾（令和元年9月7日（土）：京都工芸繊維大学）

（１）京都工芸繊維大学繊維科学センターの紹介、質疑応答

京都工芸繊維大学繊維科学センター副センター長（繊維学系・教授）櫻井伸一氏

（２）講演「How design can deliver new scenarios for old challenges.」
京都工芸繊維大学KYOTO Design Lab特命教授 ジュリア・カセム氏

（３）KYOTO Design Lab［D-lab］施設説明、見学、質疑応答

案内：京都工芸繊維大学 D-lab ファクトリースタッフ 井上智博氏

阪急阪神百貨店プレゼン会（令和元年9月14日、11月30日）

第１回目 期日：2019年9月14日（土）

会場：阪急グランドビル21階
第２回目 期日：2019年11月30日（土）

      会場：阪急百貨店香養会館４階研修ホール

第 31 回 繊維・未来塾（令和元年12月14日（土）：大阪科学技術センター）

繊維・未来塾メンバーの企業紹介シリーズ

丸山繊維産業株式会社 代表取締役社長 丸山 欽也氏

講演

「アメリカから見た日本のテキスタイル、ファッションビジネス」

Shin-tex Inc. 社長（ニューヨーク在中） 伊藤 真氏

質疑応答

第 32 回 繊維・未来塾（令和 2年2月22日（土）：大阪科学技術センター）

繊維・未来塾メンバーの企業紹介シリーズ

株式会社スマイルコットン 代表取締役 片山 英尚氏

講演

「令和２年度経済産業政策について～中小企業政策・ファッション政策・クールジャパン政策等～」

経済産業省 商務情報政策局 クールジャパン政策課 課長 三牧 純一郎氏

質疑応答


