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№ 会員名 会員代表者 役職 氏名 所在地 電話

【正会員】

1 赤玉㈱ 代表取締役社長 三原　　幸夫 〒162-0832　東京都新宿区岩戸町18番地 03-3260-2291

2 アキレス㈱ 代表取締役社長 伊藤　　 守 〒169-8885　新宿区北新宿2-21-1 03-5338-9517

3 ㈱イノアックリビング 代表取締役社長 石井　　 隆 〒141-0032　東京都品川区大崎2-9-3　大崎ウエストシティビル 03-3492-9214

4 イング㈱ 代表取締役社長 渡邉　　俊介 〒510-8007　三重県四日市市富田浜元町9-15 059-364-9121

5 ㈱エスビーリビング 代表取締役社長 藤田　　 透 〒541-0056　大阪市中央区久太郎町3－1－29　本町武田ビル８Ｆ 06-6258-0302

6 ㈱大津コーポレーション 代表取締役社長 川田　　幸弘 〒541-0059　大阪市中央区博労町4丁目－3－2 06-6245-7301

7 蔭山㈱ 代表取締役社長 伊藤　　忠一 〒541-0051　大阪市中央区備後町3－4－9　輸出繊維会館７Ｆ 06-6226-1800

8 カネヨウ㈱ 代表取締役社長 西野　　幸信 〒541-0056　大阪市中央区久太郎町4－1－3 大阪センタービル13F 06-6243-6500

9 河田フェザー㈱ 代表取締役社長 河田　　敏勝 〒515-0303　三重県多気郡明和町大淀3255 0596-55-2431

10 ㈱北川商店 代表取締役社長 北川　 信一良 〒604-0081　京都市中京区西洞院通丸太町下る田中町125 075-231-2158

11 ㈱KBテキスタイル 代表取締役社長 野呂　　隆一 〒541-0052　大阪市中央区安土町1‐7‐13　トヤマビル２F 06-6266-2000

12 コマテキスタイル㈱ 代表取締役社長 林　　　 佳夫 〒541-0052　大阪市中央区安土町3－3－9　田村駒ビル10Ｆ 06-6263-2560

13 正絹羽毛ふとん㈱ 代表取締役 村石　　力弥 〒992-0056　山形県米沢市直江6-10 0238-23-2929

14 昭和西川㈱ 代表取締役社長 多田　　昌且 〒103－0007　中央区日本橋浜町1－4－15 03-6858-5670

15 真和㈱ 代表取締役社長 安藤　　暢宏 〒604-0092　京都市中京区新町通丸太町下る大炊町210 075-211-1505

16 ダイトウボウ㈱ 代表取締役社長 山内　　一裕 〒103-0023　東京都中央区日本橋本町1－6－1　丸柏タマビル７F 03-6262-6565

17 ㈱高岡 代表取締役社長 高岡　　幸一郎 〒600-8331　京都市下京区五条通油小路東入る金東横町242 075-341-2251

18 ㈲タキ・リビング 代表取締役社長 滝口　　彰彦 〒403-0001　山梨県富士吉田市上暮地6-4-10 0555-21-1160

19 田村駒㈱ 代表取締役社長 植木　　博行 〒541-0052　大阪市中央区安土町3－3－9　 06-6268-7000

20 蝶理㈱ 機能資材部部長 高橋　　晃一 〒540-8603　大阪市中央区淡路町1-7-3 06-6228-5261

21 東京リビング㈱ 代表取締役社長 山本　　理人 〒326-0833　栃木県足利市藤本町242 0284-73-7763

22 東洋羽毛工業㈱ 代表取締役社長 永岩　　謙一 〒252-0206　神奈川県相模原市中央区淵野辺2-26-5 042-750-9500

23 ㈱東洋クオリティワン 代表取締役社長 関　　　 俊明 〒069-0075　新宿区高田馬場1-29-8　いちご高田馬場ビル 3階 03-6891-5610

24 中山商事㈱ 代表取締役社長 中山　　浩一 〒550-0001　大阪市西区土佐堀1丁目ー3－18　快適生活ビル 2階 06-6441-563１

25 西川㈱ 代表取締役社長 西川　 八一行 〒103-0006　中央区日本橋富沢町8－8 03-3664-8161

26 西川ローズ㈱ 代表取締役社長 金谷　　昌和 〒520-3321　滋賀県甲賀市甲南町葛木30-20 0748-86-2363

27 日本ムートン㈱ 代表取締役社長 服部　  宏久 〒104-0032　東京都中央区八丁堀2-20-9　八丁堀FRONT4階 03-3553-7431

28 ニッケ商事㈱ 代表取締役社長 大塚　　寿一 〒541-0048　大阪市中央区瓦町3丁目3－10 06-6233-1431

29 日繊商事㈱ 代表取締役社長 仁居津   裕 〒541-0057　大阪市中央区北久宝寺町2－1－2　ＮＰＣビル本町 06-4705-5800

30 日東タオル㈱ 代表取締役社長 鳥山　　博司 〒103-0003　中央区日本橋横山町6-3 03-3663-0801

31 富士新幸㈱ 代表取締役 白須　　資望 〒402-0056　山梨県都留市平栗1055-1 0554-46-6200

32 富士ベッド工業㈱ 代表取締役社長 小野　　弘幸 〒145-0062　大田区北千束2-17‐10 03-3726-1543

33 Ｆｕｔｏｎｔｏ㈱ 代表取締役社長 齊藤  　淨一 〒194-0013　東京都町田市原町田4-18-8　武川ビル3F 042-732-6667

34 ブリヂストン化成品㈱ 代表取締役社長 山口　　憲幸 〒103-6014　東京都中央区日本橋2-7-1　東京日本橋タワー14階 03-3538-7211

35 まくら㈱ 代表取締役社長 河元　　智行 〒277-0005　柏市柏4-8-14　柏染谷ビル４F 04-7167-3007

36 丸ホームテキスタイル㈱ 代表取締役社長 宮本　　勝啓 〒541-0051　大阪市中央区備後町3－2－6　敷島ビル６Ｆ 06-4705-7472

37 丸和㈱ 代表取締役社長 波多野 博文 〒617-0002　京都府向日市寺戸町北前田7-1 075-932-2744

38 メルクロス㈱ 代表取締役社長 西川　　宗行 〒103-0027　中央区日本橋3－3－9　メルクロスビル8階 03-3273-7761

39 龍宮㈱ 代表取締役社長 梯　　　 恒三 〒839-1306　福岡県うきは市吉井町新治278 0943-75-3148

40 ㈱ロマンス小杉 代表取締役社長 小杉　 源一郎 〒600-8422　京都市下京区室町通仏光寺上る白楽天町517 075-341-3111

41 山甚物産㈱ 代表取締役社長 山本   健一郎 〒101-0052　東京都千代田区神田小川町1－１ 03-3233-3390

42 ㈱やよいディライト 代表取締役社長 青野　　恵司 〒020-0862　盛岡市東仙北2-14-28 019-681-7878

43 ＷＡＴＥＸ㈱ 代表取締役社長 野村　　史郎 〒541-0053　大阪市中央区本町2－5－7　メットライフ本町スクエア 06-6267-6655

44 日本羽毛製品協同組合 理事長 河田　　敏勝 〒104-0033　東京都中央区新川2₋18₋9　NSビル４F 03₋5117₋2317

45 日本ふとん製造協同組合 理事長 浅黄　　敬之 〒104-0031　中央区京橋2‐8‐2　京橋MKビル４F　 03-6263-2661

46 日本毛布商業組合 理事長 岡持　　毅 〒541-0053　大阪市中央区本町1-3－15 西川㈱大阪オフィス内 06-6262-9122

【賛助会員】

1 オカベマーキングシステム㈱ 代表取締役社長 森田　　昌洋 〒160-0022　東京都新宿区新宿1－5－10 03-5379-5501

2 シキボウ㈱
繊維部門長
上席執行役員 加藤　　　守 〒103-0023　中央区日本橋本町1-7-2　ユニゾ江戸橋ビル４F 03-3270-8043

3 大和紡績㈱ 代表取締役社長 有地　　邦彦 〒103-0006　中央区日本橋富沢町12－20日本橋Ｔ＆Ｄビル7F 03-4332-8226

4 帝人フロンティア㈱
短繊維素材本部
第一部 部長

堀田　　俊哉 〒530-8605　大阪市北区中之島3－2－4　中之島FTタワー31F 06-6233-3828

5 ㈱ＴＯＳＥＩ 代表取締役社長 谷嶋　　和夫 〒141-0022　　東京都品川区東五反田1-24-2　東五反田1丁目ビル2階 03-6422-7280

6 ㈱東レインターナショナル株式会社 電子情報材料部 瀬尾　　尚也 〒103-0023　　　中央区日本橋本町3-1-1　日本橋TIビル 03-3245-6432

7 東洋紡㈱ 生活資材事業部部長 森島　　 淳 〒530-0004　　大阪市北区堂島浜2-2-8 03-6348-3529

8 ニッシントーア・岩尾㈱ テキスタイル部部長 森原     洋 〒541-0053　　大阪市中央区本町3-3-9　本町岩尾ビル 06-6244-6597

9 日鉄物産㈱
繊維事業本部  ホー
ムファッション部 部長

寺尾　   淳 〒107-8527　港区赤坂8-5-27 03-5412-5057

10 （一財）日本繊維製品品質技術センター 理事長 山中　 　毅 〒103-0014　中央区日本橋牡蠣殻町1‐38‐9　宮前ビル７F 03-3666-7053

11 （一財）ボーケン品質評価機構 理事長 吉田　　泰教 〒552-0021　大阪市港区築港1－6－24 06-6577-0100

12 ㈱ライベックス 代表取締役 滝川　　美香 〒150-0012　東京都渋谷区広尾5-4-12 大成鋼機ビル4F 03-6853-8350

ＪＢＡ　（一社）日本寝具寝装品協会加盟会員


