
「こんな『京の知恵』紹介できます。」一覧

高分子・化学

― 京の知恵
この技術がスゴイ！
（企業からの声）

1

ポリウレタン湿
式製膜法による
微多孔フィルム
のコーティング

○高機能で柔軟な微多孔フィルムのコー
ティングを実現！

・特殊なポリウレタン樹脂を湿式製膜す
ることで，高機能で柔軟な微多孔フィル
ムを開発・製造しています。

・自由自在の設計による，自社合成の機
能性ポリウレタン＋基材＋加工技法の組
合せにより，幅広い機能性素材をつくる
ことができます。

○防水透湿衣料
　スポーツ用，雨衣用など

○人工皮革衣料
　一般衣料用，家具用，手袋
用　など

※多様な製品への応用が可能
です。
※ポリウレタン樹脂の自社開
発，製造も行っています。

2

界面活性剤の力
を利用して、機
能薬剤を水に乳
化、分散する技
術

○乳化分散技術により，水とは容易に混
ざらない液体や固体を均一な粒径の乳化
分散液とすることが出来ます。

〇薬剤全般　（塗料，染料
等） 　など

―

3
独自技術による
特殊樹脂の製
造・開発

○安全性が極めて高い多機能水溶性プラ
スチックを独自開発！

・水溶性と熱可塑性を伴わせ持つ特異な
樹脂として，他の樹脂にはない特徴を生
かし，多様な分野で利用されています。

○繊維・製紙分野

〇セラミックス分野

〇電池・電材分野　など

4

アスベスト飛散
防止用の散布剤
が提供できま
す。

〇アスベストの飛散を抑える散布剤を開
発！

・アスベストの除去作業時に散布するこ
とで，アスベストの飛散が抑えられる散
布剤を開発しました。

○アスベストが使用されてい
る建築物等の解体，改造，補
修作業　など

―

5
新規歯科用樹脂
材料及び歯科模
型材料を開発

○歯科模型材料において世界トップクラ
スの販売実績！

・医療機器として新規熱可塑性樹脂を応
用した患者満足度の高い義歯材料を開発
し，薬事承認の上，製造販売を行ってい
ます。
・また，歯科教育教材として熱可塑性樹
脂を主原料とした様々な歯科実習分野に
適した新規歯科模型材料の開発を行い，
生産性・機能性・品質安定性に優れた教
育用模型の製造，販売を行っています。

○歯科模型

○歯科材料

○ネイル材料　など

6
臭いを1/3に低減
したエポキシ樹
脂を商品化

○におい成分を１／３まで低減した新し
いエポキシ樹脂を開発！
（床塗材，注入材，補修材・接着剤）

・従来エポキシ床用塗料は硬化剤特有の
臭い（アミン臭）が強く，改修工事時の
製品への移り香対策や施工時の作業環境
に制限がありました。今回，硬化剤その
ものへの低臭化技術により，従来品の
1/3まで臭い成分を低減化した新しいタ
イプのエポキシ樹脂を開発しました。

○精密機器工場や食品工場・
給食センター等（移り香が気
になる所で）

○学校，マンションといった
人が集まる所，臭いが気にな
る所での工事　など

○工事の際の施工者や近隣住
民への配慮にも最適

7

プラスチック
（熱可塑性樹
脂）を発泡し軽
量化させ断熱：
緩衝等の物性を
向上させます。

〇プラスチック（熱可塑性樹脂）を５～
５０倍に発泡！軽量・弾力性・断熱性に
優れた物性に変化させます！連続気泡と
独立気泡発泡体があります。

・熱可塑性樹脂は，化学発泡剤・架橋剤
等を混合し分解することで5～50倍程度
に発泡し，その結果，軽量で弾力があり
断熱性に優れる特性が得られます。さら
に，顔料を添加することにより，お客様
独自の色にも調整できます。

○玩具などの日用雑貨

〇ケース内装・緩衝材

〇土木目地材のバックアップ
材　など

実用例

要



8

架橋ポリエチレ
ン発泡体を使用
した熱圧縮成形
品の製造

〇ポリエチレン発泡体を材料とする様々
な熱圧成形品を製造できます！

・ポリエチレン発泡体を材料とし，アル
ミの金型に装填し，加熱・加圧下におい
て型成形するものです。ビート板のよう
な簡単な形状のものから介護用入浴機器
の背や座部分のクッションパーツのよう
な複雑形状まで対応可能です。
・金具・芯材のインサート，凹凸，固定
用フック，調色等々，複雑な処理も小
ロット生産から対応できます。

○福祉関係
　介護用品のクッション材，
浴槽周りの保護材・枕　等

〇健康・医療関係
　健康布団の芯材，外反母趾
矯正用品　等

〇その他，各種緩衝材，ス
ポーツ用品（ビート板）など

9
様々なゴム発泡
体の製造

○柔軟性に優れ，わずかな圧縮力で，凹
凸にフィットする連続気泡発泡体や反発
力があり，断熱性・シール性に優れる独
立気泡発泡体等が製造できます！

・水やアルカリ・酸性に強く，耐熱性に
優れ，様々な形状に加工でき，難燃性も
付与できます。また，連続気泡品は吸音
特性にも優れています。

○商品部材の緩衝材
　食品や自動車部品，家電部
品のシール材など

○介護用品，健康・スポーツ
用品

○土木建築用のシール材・止
水材　など

10
有機化学発泡剤
の製造

○日本で唯一残された有機化学発泡剤の
製造工場！

・プラスチックやゴムを原料に発泡さ
せ，様々な製品を作るための「陰の主
役」である発泡剤。製品や顧客に合わせ
た発泡剤の設計ができます。

〇発泡剤の性質を生かして生
まれる製品は多種多様。

・緩衝材，医療リハビリ用
具，内装・インテリア用品，
スポーツ用品，日用雑貨、自
動車部品　など

11

自動車部品製造
技術を活用し，
新たなビジネス
を造ります。

○プラスチック加工をはじめて８０年！
自動車関係の部品製造で培った技術を
様々な分野で活用できます。

・精密金型を内製できるため，企画開発
段階から柔軟な体制がとれ，設計自由度
の高い製品開発が可能です。(短納期に
も対応！）
・高品質・高耐候性が求められる自動車
用成形製品にも，お客様，仕入れ先様か
らの様々な要望の最適解を導き出すため
に蓄積した「ものづくり」のノウハウが
活かされています。

○自動車用内外装材

○バッテリー部品

○携帯端末などモバイルツー
ルの各種機構部品　など

機械・金属

― 京の知恵
この技術がスゴイ！
（企業からの声）

1 板金部品製造

○板金プレス加工・塗装において，あら
ゆるお客様のニーズにお応えします。

・最大1500ｔのプレス機をはじめ，
2D，3Dのレーザー加工機，ロボットに
よる溶接からカチオン塗装，粉体塗装に
よる仕上げまで一貫した製造を行うこと
ができます。

○板金プレス加工
　400t級の大型のプレス機の
５台タンデム，1500t油圧プ
レスによる500mmまでの深絞
り

○2D・3Dレーザー加工
　１個からの試作や極めて少
量の製品のブランクやトリム
のも可能

○塗装
　品質が高く環境にも配慮し
た電着・粉体塗装とジルコニ
ウム処理　など

2
特殊自動車車体
の製造

○業界のパイオニア！特殊なボディー構
造を持つボトルカー等の特殊自動車を架
装します。

・特殊自動車は特定の用途で使用される
ため，そのボデー構造も複雑であり，機
能性が重要視されます。全国シェア
60％を誇る飲料水運搬車をはじめとす
る，そうした特殊自動車車体の架装を得
意としています。

○特装車
　移動電源車，起震車，移動
販売車，道路維持作業車，食
品配送車など

○ボトルカー
　飲料等の配送を行う車

実用例



3
金属箔，金属粉
末の製造技術

○日本で初めてプリント配線板用電解銅
箔を生産！金属箔粉のスペシャリスト。

・機械部品から様々な電子機器，プリン
ト配線板など，幅広い用途に使用されて
いる「金属粉」「金属箔」を製造しま
す。
・電解表面処理銅箔製造技術，電解銅粉
製造技術，アトマイズ粉製造技術，粉砕
粉製造技術，化学還元粉製造技術など，
様々な技術があります。

○銅箔
　PC，TAB，リチウムイオン
二次バッテリー，マイクロ
モーター，各種シールド材，
コンデンサ，断熱材　他
○錫箔
　コンデンサ，装飾品　他
○金属粉
　粉末冶金材料，導電材料，
顔料，摩擦・摺動材料，表面
硬化・接合材料，触媒　他

※その他の金属箔，金属粉末
につきましてもお問い合わせ
ください。

4

歯車を高精度で
能率よく加工で
きる工作機械
（ボブ盤）の製
造

○歯車加工の工作機械メーカーとして業
界トップを誇る純国産の高品質ブラン
ド！

・歯車加工機全般の製造・販売
（CNCホブ盤，CNCホブ刃溝研削盤，歯
車面取盤，CNC精密複合加工機，CNC精
密複合研削盤 等）

○各種製品に使用する歯車加
工

各種自動二輪車，乗用車，大
型トラック，建設機械，船
舶，風力発電，農業機械，減
速機，電動工具，スクリュー
ロータ　　　など

5

自動化システム
の開発設計に関
するお客様の困
りごとを解決し
ます

○自動化システムを一から開発設計する
オートメーションエンジニアリング力と
オリジナルブランド商品で，お客様の困
りごとを解決！

・エアチャック，スライドシリンダを最
初に作り出したパイオニア企業。
・複雑なプロセスの中にある基本パタン
を見抜いてコンポーネント化するノウハ
ウを持ち，自動機屋ではなく，自動化屋
を目指しています。

○エアチャック，コンベア，
省配線機器ユニライン等の設
備機器単体の提供

○ご要望に合わせた特注品対
応や豊富な自社商品の組み合
わせによるモジュールのご提
案　など
（一般的な工場の自動化設
備，自動化ラインで使用する
製品の特殊対応）

めっき

― 京の知恵
この技術がスゴイ！
（企業からの声）

1
山あり谷あり！
樹脂密着性向上
ニッケルめっき

○モールド樹脂との密着性向上を目的
に，針状に粗化された表面を持つニッケ
ルめっきを開発！４タイプの粗化形状が
可能！

・アンカー効果により樹脂密着性が向
上。
・添加剤や合金化によるものではないた
め，下地金属の拡散防止等，ニッケル本
来の特性も有しています。

〇樹脂モールド製品 など

2
薄膜化でも機能
ＵＰの高耐食性
ニッケルめっき

○従来のめっき仕様では大きな腐食が発
生する条件にも耐える，特殊な高耐食性
ニッケルめっきを開発！

・２種混合ガス腐食試験での耐食性が大
幅に向上したことにより，ニッケル及び
金を薄膜化することにも成功。コストダ
ウンも実現します。

〇電源用コンタクト など

窯業

― 京の知恵
この技術がスゴイ！
（企業からの声）

1
大型極薄陶板の
製作

○今までなかった大型極薄陶板の製造を
実現！

・産技研が有するセラミックス製造技術
と陶磁器釉薬の技術を活用し，従来の技
術では製作不可能であった畳1畳分，厚
さ3㎜の大型極薄陶板製作が可能。

○京焼・清水焼の新用途展開

○店舗の内飾品　など

実用例

実用例



2

金色ラスター釉
を用いた無鉛京
焼・清水焼の製
造

○鉛を用いない高化学耐久性を有する金
色ラスター釉を開発！

・新規含鉄鉱物の特性を生かすため，
1,350℃まで焼成可能な高温炉を築造
し，鉛を用いない高化学耐久性を有する
金色ラスター釉の応用開発を行いまし
た。

○陶磁器
（茶碗，酒器，食器，香炉，
花器等）

○インテリア部材　など

3

新たな科学技術
で製造した「ベ
ンガラ」顔料を
開発

○伝統の「ベンガラ（明るい橙色系）」
顔料を見事に復活！

・陶磁器業界で古くから使われていた
「ベンガラ（明るい橙色系）」顔料は製
造過程で有害ガスを発生するため製造が
中止されていました。新たに有害物質を
生成することなく高彩色赤色「ベンガ
ラ」顔料の製造に成功しました。

○陶磁器

○化粧品（ファンデーション
等）
　
○高級塗料
　
○繊維　など

4

射出成型によ
り，セラミック
ス複雑形状品を
高精度・高品質
に実現

○セラミックス射出成形法〔ＣＩＭ
（ceramics injection molding)〕によ
り，従来製法にない高精度でコストパ
フォーマンスに優れた精密セラミックス
製品の量産を可能に！

・ＣＩＭメーカーとして，国内最大規模
の量産製造能力を有しており，ニアネッ
ト加工で製造しています。

○光通信，半導体，繊維機
械，自動車，ＯＡ，医療，装
飾関係等の精密セラミックス
部品　など

5

「放射」を活用
したセラミック
ス製ヒートシン
クの開発

○「放射」を活用したセラミックス製
ヒートシンクを開発！

・セラミックスが金属やポリマーに比べ
高い放射率を有することに着目し，電気
絶縁性を有しながら放射により効率よく
熱を逃がすことができるヒートシンク材
料を開発しました。

○ＬＥＤ用ヒートシンク材料
など，各種電子機器の熱対策
部品

○次世代パワーデバイスの熱
対策
　
など

バイオ

― 京の知恵
この技術がスゴイ！
（企業からの声）

1
米麹糖化物を用
いた洋菓子を商
品化

○清酒製造技術を活用した新たな商品づ
くり。健康食材としても注目度ＵＰの米
麹を用いた洋菓子を開発！

・清酒製造技術を活用し，米麹を用いた
新規甘味原料をもとにした新たな洋菓子
を製造しました。

○米麹を用いた新たな菓子や
健康食品　など

2
京都産の米，
水，酵母を使用
した清酒の製造

○米・水・酵母の全てを京都産のものと
する，京都オリジナルの清酒を製品化！

・京都の酒造好適米を原料とし，伏見の
水と産技研が開発した清酒酵母により，
京都オリジナルの清酒を製品化しまし
た。

○冷酒向きの純米吟醸酒
　など

工芸

― 京の知恵
この技術がスゴイ！
（企業からの声）

1
和テイストの装
飾合わせ硝子を
製作

○京友禅の意匠性や技術を生かした素材
を，合わせ硝子に挟み込んで独創的な装
飾硝子を製作！

・「京友禅硝子」…京友禅のキモノ生地
をはさみ込んだ合わせ硝子
・「装飾合わせ硝子」…キモノ生地以外
にも箔・和紙・植物・羽毛など、多彩な
素材を使ってデザインした装飾硝子

○ホテルやマンション、商業
施設等の室内装飾品　など

　
※ 素材製作・調達から合わ
せガラス加工までの一貫シス
テムにより，デザインやサイ
ズコスト面などのご要望にも
きめ細かくご応対いたしま
す。

実用例

実用例



2

七宝に関する
様々な技術を習
得しており対応
可能

○太古から伝わる伝統工芸技法のひと
つ。銅，銀，金等の金属の素地にガラス
の釉薬を焼きつけて装飾する「七宝」が
製作できます。

・異なった釉薬（本七宝，メタル七宝，
泥七宝）を使い製作できます。
・泥七宝釉薬の色釉を製作し作れます。
・有線，無線の技術で七宝が製作できま
す。
・銅，銀，金などの金属に七宝ができま
す。

○壺や香炉や皿などの工芸品

○ブローチやペンダントのよ
うなアクセサリー

○家具の取っ手，額，釘隠し
といった室内装飾

○看板や表札，証明器具，時
計，車のエンブレム　など

3

布目象嵌のすべ
ての工程を自社
で行っていま
す。

○高度な技術により，球面状への象嵌細
工も可能に！

・従来，技術的に高度で困難とされてい
た球面状への細工を得意とし，その技術
を生かし，風鎮，念珠，根付など，幅広
く商品化に繋げています。

○指輪やイヤリング等の各種
アクセサリー

○帯留めやかんざし，ループ
タイ等の服飾品　など

4

象嵌加工品に透
かし模様を表現
する技術があり
ます。

○手間ひま掛けた職人の高度な技！透か
し模様の新しい象嵌加工品を製作できま
す。

・象嵌…鉄の地金に布目を切り，金・銀
のパーツや線を打ち込み漆で焼きつけ模
様をとぎ出して仕上げた伝統工芸品。
・象嵌以外の鉄部分を糸のこ切りで加工
し，透かし模様を表現します。

○指輪やイヤリング等の各種
アクセサリー

○帯留めやかんざし，ループ
タイ等の服飾品　など

5

古代青銅器復元
鋳造，金属工芸
品製作，鳳凰龍
像制作

○鋳造という伝統技法を用いて作品等を
手造りで製作！

・銅鐸復元など考古学関連青銅器鋳造実
験をはじめ，鳳凰や龍像の伝統的な青銅
器の鋳造から現代的な創作工芸品にも幅
広く挑戦し，原型作りから鋳造完成品ま
で自社にて制作しています。
・青銅器，金属工芸，復元銅鐸，泥七宝

○銅鐸

○青銅飾り置物

○箸置き，鈴，文鎮，ペー
パーナイフ　など

6

手作りの銀製品
の青梅盆，ボン
ボニエールを製
作

○手作りで銀製品の青梅盆やボンボ二
エール（砂糖菓子（ボンボン菓子）を入
れる容器）が製作できます！

・手動プレスで木型を取り付け，銀盤を
押して青梅盆を製作します。ボンボニ
エールは鉄型を取り付けて製作します。

〇青梅盆

〇ボンボにエール（砂糖菓子
の容器）　など

7

一枚の金属板を
打って立体的な
ものや浮彫状に
装飾を打出す鎚
起（ついき）と
呼ばれる技法で
す。

○一枚の金属板を打って立体的なものや
装飾を打出す！鎚起（ついき）と呼ばれ
る技法で製品を作り出します。

・3mm真鍮の丸板を両手，両足を使って
まん中から伸ばして縁を残します。まん
中を薄く縁を厚くするいけ端と呼ばれる
技法です。妙鉢（みょうはち）や銅鏍
（どら）を製作します。

〇妙鉢

〇銅鑼　など

8

「鋳造」や
「FRP」など様々
な手法を用いて
創造していま
す。

○仏具から現代建築へ。1200年に培わ
れたものづくりの心で新たな伝統を！建
築デザイン、ランドスケープデザイン、
アートの分野へと、鋳物製品を中心とし
て発信
・建築における意匠性の高い部分のアル
ミ鋳物製品のデザインから製作まで。
　
〇デザインにこだわった、独自の住宅エ
クステリア商品も提案！
・意匠性を求められるエクステリア向け
商品のデザインから製作まで。

○建築用透かし意匠パネル，
門扉，フェンス，レリーフ
など
　
〇意匠性を備えたエクステリ
ア向けの物置、間仕切り壁、
ポスト、照明　など
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天然皮革と京友
禅や西陣織が融
合した新しい皮
革素材

〇京都の伝統工芸の技術を活用した日本
オリジナルの天然皮革素材を展開！

・京都の地場産業である京友禅や西陣織
関連の職人や工房と，国内でも最大の皮
革産地である姫路のタンナーがタッグを
組み，日本で育まれた伝統文化である
「用の美」を世界に通用する天然皮革へ
と生まれ変わらせ，新しい皮革素材を製
造しています。

〇新しい皮革素材としての提
供

〇財布，扇子，靴等の小物
など

繊維

― 京の知恵
この技術がスゴイ！
（企業からの声）

1
羽毛に替わる中
わた用素材

○羽毛に替わる中わた素材！

・羽毛に替わる素材として，国内でも高
い成形技術を持つ企業と技術提携し，細
粒化テクノロジーを駆使した新超粒イン
シュレーション（中わた）をシート状に
し衣料用素材として開発しました。

○衣服，布団・まくら　など

※その他，素材からこだわっ
た設計が可能です。

2

丈夫さ・光沢
感・風合いに秀
でたナイロン素
材

○世界中のアウトドアシーンで活躍する
ナイロン高強力薄地織物！

・特殊ポリマーとその製糸技術の開発か
ら生まれた素材で，以下のような特徴が
あります。
①従来のナイロンと比較し30％以上の
強力があります。
②しなやかでなめらかな風合いです。
③際立つ発色と光沢が最大の特徴です。

○機能性ダウンジャケット
など

3
セルロース系繊
維のしなやかで
美しい糸

○除湿をキーワードに，肌に優しいセル
ロース系繊維に吸湿物質を付加！

・吸湿物質をインテグレード結合させ，
その吸湿機能を半永久的に高めました。
肌に優しく，シルクのようなしなやかさ
と，ウール並みの高い保温性を合わせ持
つ衣料用素材です。

○敷きパッド，インナー生地
等の素材　など

4
MADE in JAPANに
拘った長・短繊
維複合糸技術

〇糸から最終製品まで，各セクションで
国内関連・協力工場と徹底的に訴求した
MADE in JAPANの長・短繊維複合糸の商
品を実現！

①衣服内気候の快適性を実現した高次複
合重層糸。肌の汗を速やかに吸い取り，
布の表層面に移行，さらに素早く外気に
発散させる構造になっています。

②長繊維と短繊維が均一にブレンドされ
た独自の特殊長短複合紡績糸。衣料用に
広くご利用いただけます。

○ゴルフウエア　など

5

「一見コットン
なのに強靭な
糸」秘密は高次
元複合紡績技術

〇長繊維と短繊維をつなぐ技術「高次元
複合紡績技術」により強靭で細い糸を製
造します！

・一見コットンに見える糸の中に切れ目
のない長繊維であるポリエステルやナイ
ロンが入っています。建築でいえばコン
クリートだけでなく鉄筋が入ったような
もの。この技術なら糸が強くなるため，
今までのコットンやウール，麻糸を細く
することもできます。長繊維と短繊維を
うまく紡ぐ技術が強みです。

○シャツ，スポーツウエア，
アウター・インナーウエア
など衣料全般

実用例
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「本当に臭わな
い，汚れな
い。」秘密は特
化加工技術

〇消臭や防汚，抗菌防臭，ＰＨコント
ロール等，豊富な特化加工技術がありま
す！

・消臭と言っても洗濯すれば機能が失わ
れるものがあります。消臭するしくみも
多数ありますが，最善の機能剤に耐久性
を持たすことで「実感できる機能」を提
供致します。他にも化粧品の汚れが付き
難い，付いても直ぐに落とせる防汚加工
をはじめ，抗菌防臭，ＰＨコントロール
等加工バリエーションも豊富です。

○ワ-キングウエア・ユニ
ホーム　など

製織

― 京の知恵
この技術がスゴイ！
（企業からの声）

1
西陣織模様箔の
新展開

○伝統ある西陣織に使用されてきた豊富
な模様泊の技術を新たな加飾材として活
用！

・西陣織の技法である引箔で養った様々
な模様箔の技術を活用し，引箔として裁
断することなく独自の柄域を持つ平箔と
して加飾材等への製品化，ブランド化を
図っています。

○スマートフォンケースやア
イアンヘッド等の加飾　など

※その他，各種製品への加飾
についてもご相談ください。

2

30cm前後の小幅
織物のデザイン
設計製織の一貫
生産

○紋図の制作から織物製作まで一貫生
産！

・西陣織の意匠紋様業から創業した会社
であり，完成品まで自社での一貫生産が
可能であるため，コストを抑えた多種多
様な織物ができます。

○家具，照明器具，バッグ
裂，靴用裂など

※小幅の中で使用部分だけ型
で紋(デザイン）を製作し，
使用糸は多種多色から選び自
由に裂地を製作できます

○その他，30㎝前後の小幅織
物の生産　など

3
手織りによる紋
織物

○昔ながらの伝統的な手織りの手技で西
陣織の技術を継承をすると共に、手織り
でしか織れない、小ロットの製品、打ち
込みのゆるい製品、特殊な緯糸を使った
製品などに取り組んでいます。

・現在では下記二種類のジャカード織機
を用いて、多種多様な紋織物を『手織
り』で製作しております。
75cm幅　タテ糸4500本　900口ジャカー
ド使用
32cm幅　タテ糸2400本　400口ジャカー
ド使用

○バッグ、帽子、雑貨類に使
用する生地全般

○顧客のオリジナル画像を用
いた柄付きストール

○手織りカレンダー、絵画
など

4

タテ糸やヨコ糸
に繊維以外の素
材を使用した織
物の製造

○「織れるものは何でも織る」
西陣で織の伝統を生かしながらも，織元
ならではの自由な発想で，現代のニーズ
に沿った商品を生み出します。

・何百種類とある柄，素材の中からお客
様のニーズに沿った生地をご提案させて
いただくなど，織物をトータルでコー
ディネートします。
・デザインは完全オリジナルです。

○繊維以外の素材を織った各
種製品
　
・木材，紙，皮革，ラデン，
和紙，馬の尻尾等を使用した
織物を織ることができます。

5

独創的な意匠を
備えた片側紗風
通帯を製造でき
ます。

○今までにない紋表現を実現！
開発した複雑な製織装置による新たな表
現力を持った織物組織と独創的な意匠の
新規織物を製品化！
 
・現代に相応しい帯を作ろうと，メー
カーの自由な発想，産技研が有する製織
工程全般の知見，伝統ある西陣の製織関
連技術を融合し，新たな奥行きの表現を
活かした独創的な意匠を持つ帯を開発・
商品化しました。

○「片側紗風通帯」の西陣き
もの・帯などの製造

実用例
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錯視を利用した
３Ｄ風柄表現の
きもの，織額の
試作

○錯視を利用した３Ｄ風柄表現のきも
の，織額を試作！

・西陣織の伝統的製織技術と錯視画像作
成技術を融合し，地紋の図柄が浮き出る
模様（３Ｄ風柄）のきもの，織額を試作
しました。
・商品化，販路拡大を目指した取組を
行っていきます。

○３Ｄ風柄の西陣織のきもの
や織額　など

7
柄が動くスリッ
トアニメーショ
ン織物の製品化

○柄が動くスリットアニメーション織物
の開発

・従来，紙とフィルムに印刷することに
より実現していたスリットアニメーショ
ンという表現手法を後加工不要の100％
テキスタイルで実現し，着用時の動作に
より柄が動いて見える織物を商品化しま
した。

○きものや服飾品　など

8
手組みによる組
みひも

○現在では多くが機械で組まれるように
なった組み紐を『手組み』で製作してお
ります。

・主に絹糸を使用し、角台、丸台、高台
といった組み紐台を用いて、様々な形、
色、柄の組み紐を製作しています。
・機械組には無い、手組みならではの柔
らかな質感が最大の特長です。

○天然石ストラップ

○組みひもブレスレット

○バッグの持ち手や、製品に
付属するお洒落パーツ　など

9

炭素繊維（3k）
を使用した100㎝
幅までの紋織物
を織ることがで
きます。

○西陣の伝統×先端素材「炭素繊維」によ
る機能＋デザインを兼ね備えた新しい織物
を開発！

・「軽い，強い，腐食しない」といった炭素繊
維の特徴を生かしつつ，意匠性が高い新し
い織物です。
・お客様のオリジナルデザインを紋織の織
物にして提供できます。
・一般的に炭素繊維を用いた織物は平織で
あり，西陣織の得意技術である紋織の炭素
繊維織物は他では織れません。

○カーボン特殊織物を活用した
様々な商材

・鞄，小物・雑貨
・ホテルのインテリア材
・自動車の内装材
・スポーツ用具素材　　など

10

　江戸時代から
伝えられた伝統
技術を用いて昔
ながらの「切り
ビロード」「輪
奈ビロード」が
製作できます。

○全国でも数社のみ！江戸時代からの伝
統製法を継承し，希少な“ほんもの”の
天鵞絨（ビロード）生地を製造していま
す。

・素材に絹を用い，生地表面の毛羽を立
たせるため生地一反（約６メートル）あ
たり１万本の細い針金を織り込みます。
その後，針金を特殊な小刀で手作業によ
り針金上のパイル糸を一本ずつ切り開い
て生地を起毛させていきます。
・独特の光沢と風合いを持った上質の起
毛織物です。

○重要文化財などの修復・復
元

○アンティーク家具の張り地
○服や帽子

○バッグや下駄等の服飾品

○アクセサリー　など

染色

― 京の知恵
この技術がスゴイ！
（企業からの声）

1

世界初ゼロエ
ミッション（水
を使わない）デ
ジタル捺染シス
テムの提供及び
このシステムを
使った高精細プ
リントが可能

○水を全く使わない世界初の染色システ
ムを開発！

・従来のインクジェットプリントに比べ
て非常に高速で高精細なデザイン表現と
小ロット加工が可能。環境にも優しいデ
ジタル捺染システムです。

○和傘，ふろしき等，各種商
品　など

※その他，小ロット商品にも
素速く対応可能なシステムで
す。

実用例



2
工業用酵素の応
用

○酵素とその応用技術を多岐分野で開
拓！様々な工業分野で利用できます。

・創業以来，微生物の培養をコア技術に
据え，酵素とその応用技術を多岐の分野
で拓いてきました。
・微生物が生産する酵素に界面活性剤，
高分子などの化学品を組み合わせ，目的
とするパフォーマンスを向上させる当社
の技術は様々な工業分野で利用されてい
ます。

○繊維，排水処理，洗剤，畜
産への応用　など

―

3
液体草木染料の
製造販売

○日本古来の染め方「草木染め」の工業
化に取り組んでいます。

・長年培った培養技術を天然色素の抽
出・精製に応用し，より高濃度・高品質
の染料を生産可能にしました。
・染色・媒染処理などのデータを集積
し，大量生産に対応した最適なレサイプ
を設計しています。

○天然素材による繊維加工
　など

4
繊維形態のあら
ゆる分野での草
木染加工技術

○「人に優しく，環境に優しい」草木染
において，淡色・中間色・濃色といった
多彩なバリエーションの要望に対応！

・平成15年から草木染の工業化をめざ
し，今日では棉染（わたぞめ），糸染，
生地染，製品染と繊維のあらゆる分野で
の草木染を完成。
・大手アパレルメーカー，テキスタイル
メーカー，関東地区のこだわりのものづ
くりをしている取引先と，メイドイン
ジャパンの中の「メイドインキョウト」
として新しいものづくりにチャレンジし
ています。

○衣服・アパレル全般

○その他，各種布製品　など

5

独自立体感をも
たらす「直植毛
フロッキー加
工」の商品化

○長毛かつ極細の繊維でも倒れないよう
に植え込む新技法で独自の立体感をもた
らす「直植毛フロッキー加工」を開発！

・スクリーン捺染技術と高圧静電気によ
る直植毛フロッキー技術を融合させ，新
しい立体感と独自の視覚効果をもたらす
カットソーを商品化しました。

○衣服・アパレル全般

○その他，各種布製品　など

6

「京鹿の子絞」
の技術を利用し
た各種天然繊維
織物の染色

○古来から伝わる染色法「京鹿の子絞
り」による紋様を表現！

・分業化された京鹿の子絞の職人をコー
ディネートして，絹・綿・麻などの天然
繊維に様々なデザインを染色します。

○帯揚げ，ショール，スカー
フ，風呂敷，のれん，ゆか
た，和雑貨　等の素材

7
絹の高堅牢度絞
り染めができる

○不可能とされていた高堅牢度の絞り染
めを実現！色やけや色落ちのない絞り染
めです。

・一般的に絞り染めでは，絞りの中に染
料が入らないように高温・短時間で染め
るため，湿摩擦堅牢度や水に対する堅牢
度が低いとされていますが，染料の種類
を変えることで高堅牢度の絞り染めを実
現しました。

○着物

○その他，Ｔシャツなどアパレル
全般　など

8
京友禅　京小紋
型紙染め

○古典からモダンまで幅広いデザインが
特長です。

・型紙染めの中でも小紋というカジュア
ルを創業時より継承し，連続柄を得意と
しています。

○着物，染め帯

〇その他，小幅の絹製品全般

9
極鮫，万筋の小
紋柄を伊勢形で
染められます。

〇大変細かく，伝統的な文様である小紋
柄を型小紋で美しく染めることができま
す！

・「極鮫」や「万筋」といった柄を糊置
きするための形紙そのものの製作が困難
になり，同時にこの形紙を使いこなせる
職人が少なくなっている中，貴重な伝統
技術となっています。

〇着物，染帯

〇名刺入れ等の小物　など

要



10

引染技術を用い
た主に絹織物へ
の無地染・ぼか
し染による地染
加工

〇豊富な経験と染料に関する知識！
広い面積も染色できる伝統的な引染技術
による地染加工を行います。

・お好みの色見本に対応した「色合わ
せ」を行った染液を用いて，刷毛により
主に絹織物の地色を染めていく技術で
す。

〇着物，染帯　など

11

絹広幅織物の高
堅牢度浸染（含
金染料，反応染
料）および整理

〇洋服生地にも利用可能！
絹広幅織物を高堅牢度に染めます。

・絹の広幅織物を浸染する工場は意外に
少なく，しかも洋装分野では高い湿摩擦
堅牢度が要求されています。
・小ロット（着分）からの染色も可能で
す。

〇洋服

〇服飾品等の小物　など

12
  絹糸のチーズ
形状での精練染
色

〇効率的な精練染色技術によりコストダ
ウンを目指す！大量生産にも対応できま
す。

・絹生糸をチーズ状に巻き取った状態で
精練と染色を連続して行うことができま
す。

〇絹糸等の染色　など

13

極薄メッシュ広
幅生地への両面
スクリーン捺染
ができます。

○極薄メッシュ宏幅生地への両面染技術
を確立！

・極薄メッシュ生地への両面染は技術的
にも時間的にも大変困難な染色でした
が，手捺染装置を導入して広幅生地へ対
応するとともに，これを活用した極薄
メッシュ生地への両面染技術を確立しま
した。

○耐熱性ポリ乳酸繊維とシル
クの交織など，各種織物への
両面染め

※小幅紋紗への両面染めも可
能

14

高堅牢度（含金
染料染，反応染
料染）の絹織物
の紋抜き（部分
脱色）

〇確かな技術により高堅牢度の絹織物の
紋抜きができます！

・含金染料や反応染料で染められた絹織
物を一般的な手法で紋抜き（紋を入れる
ために白く色抜きする）すると，処理部
が黄色やグレーになり白くなりません。
これを白くするには高度な技術が必要に
なります。

〇含金染料や反応染料等で染
められた絹織物の紋抜き　な
ど

15
日本の伝統文様
をベースに創り
出すデザイン画

○伝統的な京友禅の古典文様がもつ意匠
性を生かし，現代の様々なものを対象と
したデザイン画を考案します！

・お客様の創作意図を汲み取り，京友禅
の意匠性の素晴らしさや独自の感性・意
匠力を活かしながら，キモノ製造だけに
とどまらず，様々な形・デザインをご提
案いたします。

〇染織品　など

〇各種装飾品等の柄模様を表
現するスペースのデザイン

16
竹の染色を短時
間化する助剤が
提供できます。

〇竹の染色の短時間化を実現！

・創業より60年余り，染色を追及し，
お客様のニーズにお応えしてきた経験と
実績を基に，竹への染色を短時間化する
ための助剤を開発しました。

○染竹による竹工芸品　など

※竹を様々な色に染色するこ
とができます。

―

17
天然灰汁醗酵建
古法藍染

○江戸から続く「天然灰汁醗酵建藍染」
による，染色にこだわった，ほんものの
「藍」をお届けします。

・藍染は，お土産物屋さんでもどこでも
目にする染色です。しかし，弊社の藍染
は古来の技法を忠実に守り，その「天然
藍染方法」のみを利用した製品を染色し
ています。

○藍染のジーンズ，靴下など
衣服，アパレル全般

○ハンカチ，タオル

○その他，お香，石鹸，ス
トップ　など

委

委

委 



その他

― 京の知恵
この技術がスゴイ！
（企業からの声）

1

独自の撥水・防
汚技術による土
壁崩落防止等の
伝統建築物保全

○京町屋をはじめとする伝統建築等の保
全に！独自の撥水・防汚技術による土壁
崩落防止技術を開発。

・独自の撥水・防汚技術を活用し，伝統
建築工法による土壁の水に対する脆弱性
を補強するとともに，土壁の特徴的な機
能である調湿機能を損なうことのない崩
落防止施工法を確立しました。

○京町屋や老舗旅館，茶室，
史跡等の壁材，保全修理　な
ど

2
アスファルト舗
装用テープの製
造

○アスファルト舗装の維持補修工事を短
時間化！

・アスファルト舗装の維持補修工事にお
いて，加熱されたストレートアスファル
トの塗布工程を省くことができ，従来工
法と比較して施工時間が短く，安全かつ
高強度な施工が可能です。

○アスファルト舗装の維持補
修工事　など

実用例


