
名前 業種 HP

塾長 1 松尾　憲久 マツオインターナショナル株式会社 代表取締役社長 婦人アパレル http://www.matsuo-international.com/

副塾長 2 近藤　健一 株式会社おふぃす けんいち 代表取締役社長

副塾長 3 八代　芳明 東海染工株式会社 取締役会長 捺染・染色整理加工、繊維製品の企画販売 http://www.tokai-senko.co.jp/

副塾長 4 山下　雅生 株式会社エイガールズ 取締役会長 テキスタイル製造・販売 http://www.agirls.co.jp/

幹事 5 松下　義弘 京都工芸繊維大学 繊維科学センター シニアフェロー 元繊研新聞 http://www.kit.ac.jp/

顧問 6 松田　正夫

運営委員 7 貝原　良治 カイハラ株式会社 代表取締役会長 デニム素材の一貫生産（紡績、染色、織布、整理加工）及び販売 http://www.kaihara-denim.com/

運営委員 8 糸井　弘一 協同組合関西ファッション連合 常務理事 業界振興の為の連携交流事業・新事業展開・情報（収集）サービス提供 http://www.kanfa720.com/

運営委員 9 臼谷　喜世彦 大津毛織株式会社 代表取締役 原糸（紡毛糸）・服地、衣料品、寝装品の製造販売、染色整理加工 http://www.otsukeori.co.jp/

運営委員 10 米倉　勝久 株式会社タカラ 代表取締役会長 縫製、高級婦人服の企画、製造、販売 http://www.takaragroup.co.jp/

運営委員 11 髙杉　哲朗 株式会社ショーワ 代表取締役社長 広巾綿織物製造業 http://www.showatex.co.jp/

運営委員 12 山本　敏明 西染工株式会社 代表取締役 染色加工、繊維製品企画製造販売 http://nishisenkoh.com/web/

運営委員 13 宇治　光洋 ダイセン株式会社 編集グループ　記者 報道・メディア http://www.sen-i-news.co.jp/

運営委員 14 辰巳　雅美 辰巳織布株式会社 代表取締役社長 織布 http://www.tatsumi.jpn.com/

運営委員 15 桑名　紀夫 一般社団法人新パーソナルカラー®協会 理事 元繊研新聞 http://www.p-color.jp/

塾生 16 阪上　元彦 阪上織布株式会社 取締役 織物 http://www.sakaue-w.jp/

塾生 17 渡邊　文雄 渡辺パイル織物株式会社 取締役 タオルの企画、製造販売 http://www.watanabe-pile.jp/

塾生 18 渡邊　有紗 渡辺パイル織物株式会社 企画・販売促進・ＷＥＢ タオルの企画、製造販売 http://www.watanabe-pile.jp/

塾生 19 阿江　克彦 阿江ハンカチーフ株式会社 代表取締役 ハンカチーフ製造、各種生地製造、自社ブランド運営 http://www.aehandkerchief.jp/

塾生 20 妙中　正司 妙中パイル織物株式会社 常務取締役 染色、製織、仕上加工 http://www.taenaka.com/

塾生 21 米倉　将斗 株式会社タカラ 代表取締役社長 縫製、高級婦人服の企画、製造、販売 http://www.takaragroup.co.jp/

塾生 22 向井　公崇 株式会社プライズ 代表取締役 婦人服の企画製造販売 http://www.maki-jpn.co.jp/

塾生 23 下代　勝 富士産業有限会社 代表取締役 タオル卸業 http://www.fujisangyo-t.co.jp/

塾生 24 後藤　勝則 岐セン株式会社 代表取締役社長 染色整理業（合繊長短繊維と複合織物の混交織物及び編物） http://www.gisen.co.jp/

塾生 25 南方　敏伸 有限会社紀南莫大小工場 代表取締役 丸編生地製造販売 http://www.knit-net.com/members/post-3.php

塾生 26 吉村　康行 株式会社吉村ニット 代表取締役 ニット製品製造販売 http://www.yoshiyoshibypj.co.jp/

塾生 27 山下　智広 株式会社エイガールズ 代表取締役社長 テキスタイル製造・販売 http://www.agirls.co.jp/

塾生 28 熊谷　大輔 東亜ニット株式会社 代表取締役社長 ニット生地の企画、製造、販売 http://www.toa-knit.com/

塾生 29 林田　誠司 林田株式会社 代表取締役社長 メンズカジュアルウェア主力のアパレルメーカー http://www.e-hayashida.co.jp/

塾生 30 岡崎　芳久 株式会社オカテックス 代表取締役 織物・染織 http://yonezawanet.jp/okatex/

塾生 31 森田　真生 大正紡績株式会社 営業部　営業課 テキスタイル用紡績糸の受注生産と販売 http://www.taishoboseki.co.jp/

塾生 32 荒川　徹 株式会社京都紋付 代表取締役 染色業（特に黒染）、着物加工技術 http://www.kmontsuki.co.jp/

塾生 33 深井　喜久 双葉商事株式会社 取締役社長 婦人服　企画、製造、販売 http://www.futabashoji.jp/

塾生 34 森奥　信孝 岩手モリヤ株式会社 代表取締役社長 高級婦人既製服製造 http://www.joho-iwate.or.jp/

塾生 35 宇田　幸太郎 廣島織染協同組合 代表理事　 繊維製品用原糸の染色 http://hiroshimaorisen.jp/

塾生 36 丸山　欽也 丸山繊維産業株式会社 代表取締役社長 染織整理加工業 http://www.maruyama-seni.co.jp/

塾生 37 門田　司 大和染工株式会社 専務取締役 染色業 http://www.daiwasenko.jp/

塾生 38 福田　靖 有限会社福田織物 代表取締役 織布 http://www.fukuda-textile.com/

塾生 39 大橋　淳子 粟野商事株式会社 取締役　ストール営業部　部長 繊維卸業 http://www.kiorien.jp/

繊維・未来塾元塾長
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塾生 40 坂梨　祥一朗 株式会社 エミュ・ラクサイ 専務取締役 二次加工業 http://www.e-rakusai.com/

塾生 41 小林　義歩 マツオインターナショナル株式会社 企画生産本部　 婦人アパレル http://www.matsuo-international.com/

塾生 42 木村　彰 小林メリヤス株式会社 代表取締役　 ニット製品（横編み）製造業（ベビー子服） http://www.kobameri.co.jp/

塾生 43 伊藤　核太郎 国島株式会社 代表取締役社長 紳士・婦人服地の企画・製造・販売、紳士・婦人服の企画･製造・販売 http://www.ckktex.co.jp/

塾生 44 岡本　匡章 有限会社アート印刷 代表取締役 印刷業 http://www.artprint.co.jp/

塾生 45 宇仁　麻美子 宇仁繊維株式会社 代表取締役社長 婦人服地等の企画（小紋工房）、製造、販売 http://www.komon-koubou.com/

塾生 46 嶋田　幸直 島田製織株式会社 代表取締役社長 産元商社 http://shimada-seishoku.com/

塾生 47 春日　英一郎 澤村株式会社 社長室　室長 繊維卸業 http://www.sawamura-net.co.jp/

塾生 48 辰巳　仁彦 辰巳織布株式会社 専務執行役 織布 http://www.tatsumi.jpn.com/

塾生 49 前川　悟 有限会社紀南莫大小工場 常務取締役 丸編生地製造販売 http://www.knit-net.com/members/post-3.php

塾生 50 林　　 千尋 林キルティング 代表 キルティング加工及びベビー用品、アパレル http://hayashi-quilting.com/

塾生 51 荒川　優真 株式会社京都紋付 染色業（特に黒染）、着物加工技術 http://www.kmontsuki.co.jp/

塾生 52 櫻井　繁広 株式会社スミテックス・インターナショナル 原料材部　原糸原料課 繊維専門商社 http://www.stx.co.jp/

塾生 53 佐藤　正樹 佐藤繊維株式会社 代表取締役社長 繊維製品の製造及び販売並びに委託加工 http://www.satoseni.com/

塾生 54 藤井　英一 有限会社ニイヨンイチ 代表取締役 衣料品製造 http://www.241co.com/

塾生 55 伊東　康守 フジボウテキスタイル株式会社 和歌山工場営業部長　兼　和歌山工場次長 紡績糸、編物及び織物等の製造・販売、化成品の製造・販売 http://www.fujibo.co.jp/corporate/group/textile.html

塾生 56 高橋  恭二 東洋紡糸工業株式会社 代表取締役社長 カシミヤ紡毛糸、カシミヤニット製品およびジャージ製品の製造販売 http://www.toyoboshi.co.jp/index.php

塾生 57 井上　真臣 合同会社Ｉｔｙ 代表

塾生 59 片山　英尚 株式会社スマイルコットン 代表取締役 生地・製品の販売 http://www.smile-cotton.com/

塾生 60 大和　匡輔 東福産業株式会社 代表取締役 染色業（広巾の手捺染・特殊加工） http://www5d.biglobe.ne.jp/~tofuku/index.htm

塾生 61 吉田　篤生 吉田染工株式会社 代表取締役 染色加工 http://yoshidasenko.co.jp/

塾生 62 大喜多　弘隆 株式会社アトリエ　アイ 常務取締役　モデリスト 婦人アパレルメーカー http://www.atelierai.co.jp/

塾生 63 岡本　絵麻 岡本織物株式会社 専務取締役　デザイナー 製織業　西陣織　金襴 http://okamotoorimono.com/

塾生 64 山本　昌一 株式会社shoichi 代表取締役 アパレル小売業 http://shoichi.co.jp/

塾生 65 浅野　圭一 東海サーモ株式会社 代表取締役社長 芯地等衣料副資材・産業資材、製造・販売 http://www.thermofix.co.jp/

塾生 66 南部　京介 株式会社オルウェイズ 専務取締役 婦人服・服飾雑貨　製造、卸、販売 http://always-net.jp/

塾生 67 嶋田　啓希 島田製織株式会社 産元商社 http://shimada-seishoku.com/

塾生 68 中島　君浩 中伝毛織株式会社 取締役　副社長 テキスタイル製造・販売 http://nakadenkeori.co.jp/

塾生 69 嶋根　邦明 ファイテン株式会社 執行役員　営業本部　本部長 スポーツ関連商品、ボディケアグッズ、医療機器、ヘアケア商品などの製造・販売 http://www.phiten.com/

塾生 70 落合　彰彦 深喜毛織株式会社 営業部　製品販売チーム 繊維製造業（テキスタイル・糸・製品） http://www.fukaki.co.jp

塾生 71 森澤　美依子 コロナマルダイ株式会社 取締役 芯地メーカー http://coronamarudai.co.jp/index.html

塾生 72 畑岡　茂 畑岡株式会社 	代表取締役社長 織物業 http://www.hataoka.jp/index.html

塾生 73 野崎　由馬 株式会社野崎染色 取締役 服地の染色、仕上げ加工、ウェディングドレスのオーダーメイド作製 http://www.nozaki-sensyoku.com/

塾生 74 西内　渉 株式会社TSIソーイング 代表取締役 婦人服製造販売 https://www.tsipn.com/bis08.html

塾生 75 林田　千華 有限会社井上企画・幡 代表取締役 製造・卸・小売 https://www.asa-ban.com/

塾生 76 雑賀　透 株式会社島精機製作所 営業部長 繊維機械の製造・販売 https://www.shimaseiki.co.jp/

塾生 77 真木　瞳 株式会社ギャルデ・コレクティブ 取締役　デザイナー アパレル http://www.gardecollective.jp
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