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環境対応型快適ユニフォーム素材の販売展開について

当社は、21 世紀に向け、これからの時代に求められる「環境と人との共生」をキーワー

ドに、リサイクル繊維、サーマルリサイクルシステム [B:TES]及び、快適さを追求した環

境対応型素材をユニフォーム分野に展開してまいりました。

このたびはその春夏向け素材として、オフィスウェア・サービスウェア・ワークウェアの

３分野に前シーズンより評価を得ている「E.C.O.-MIX」を基本コンセプトとした環境対応

型の快適素材を中心にバリエーションを広げ、重点プロモート素材として販売展開を図り

ます。

記

1. 企画背景

時代の変遷とともにユニフォームに求められる役割も大きく変化してきています。容器包

装リサイクル法、男女雇用機会均等法の改正、労働人口の高齢化等を背景に「環境に優し

くて、人にも優しい」といったエコロジー性やユニバーサルデザイン等を意識した快適ユ

ニフォームが求められています。

これまでのようにイメージや話題性だけを求めるのではなく、｢安全性｣  や ｢機能」とい

った快適機能の充実をベースに、これからの時代に求められる「社会性」、そして心に響

くオリジナル性や満足感といった精神的機能性をもサポートするメリットミックス型のユ

ニフォームが求められています。

ユニチカテキスタイルではこれからの時代を  ｢優しさの時代｣ としてとらえ、職場や着用

者への配慮だけでなく  、｢環境との共生｣  をも意識に入れた  快適素材バリエーションを

ご提案します。



2. 企画テーマ

【 創-KAN-GO 】

高齢化、環境制約の先鋭化、多様な価値実現欲求の高まり等の新たな時代の流れを背景に、

わが国で将来需要が大幅に増加することが見込まれる産業群として、住宅・機器のほか修

復・環境保全公害防止等の｢環境産業分野｣、サービス産業から製造業に至る総合的な広が

りを持つ｢高齢社会産業分野｣、消費の多様化等によるさまざまな形態のサービス産業の拡

大が見込まれる｢感性産業分野」の伸びが期待されます。（産業構造審議会報告より）

今回の内見会では『創 -KAN-GO』をテーマに新世紀に向けて環境、高齢、感性の３つの

マーケット分野をターゲットにした快適で元気の出る素材群を提案します。

3. プロモート素材

　①環境に優しい（環境対応素材）

　　[リヨセル混バリエーション]

・ リヨセル / ユニエコロ

・ リヨセル / 綿

・ リヨセル / ウール

　　[ユニエコロバリエーション]

・ パルパーエコ

・ ユニエコロ / ウール

・ ユニエコロ杢調タイプ

・ ユニエコロ交編ニット

　②人に優しい （機能素材）

・ サラクール　<クーリング素材>

・ プロサーモ　<太陽熱遮蔽加工素材>

・ ユニウェーブ　<異収縮混繊スパン>

・ エアソフ N　<消臭加工素材>

・ タバカットⅡ <タバコ消臭加工>



 ③心に優しい （感性素材）

・ ペフコール　<杢調素材>

・ コンソリー　<新表情感素材>

・ グランディ　<梳毛紡毛調素材>

・ グーラン　　<シルキー調素材>

　　●用途別開発素材数

　　　　[ オフィスウエア ]　　48 点

　　　　[ サービスウエア ]　　40 点

　　　　[ ワークウエア ]　　　30 点

　　　　　　合　計　　　　　118 点

4. 販売計画

     ①環境対応素材バリエーション   　700 千 m

　　 ②機能素材バリエーション         200 千 m

　　 ③感性素材バリエーション         100 千 m

     2001 年 春夏物合計               1000 千 m

5. 内見会開催スケジュール

    [大阪]　　 期日    ・オフィスウエア      5 月 9 日(火)～11 日(木)

                      ・サービスウエア 　　　

　　　　　　　・ワークウエア        5 月 23 日(火)～26 日(金)

　　　場所　　ユニチカテキスタイル㈱ 大阪本社

　　　　　　　大阪市中央区久太郎町 3-5-13 又一ビル 6 階

　　[東京] 　　期日　　・オフィスウエア　　  5 月 16 日(火)～19 日(金)

　　　　　　　・サービスウエア 　　　

　　　　　　　・ワークウエア　　 　 5 月 30 日(火)～31 日(水)

　　　場所　　ユニチカテキスタイル㈱　東京支店

　　　　　　　東京都中央区日本橋本町 8-5-16 石河ビル 3 階

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 以上



<指定外繊維>

●リヨセルはウッドセルロースから生まれた全く

　新しい植物系繊維です。

●みずみずしい素肌のような弾力ある風合い。

●コットンよりも丈夫で縮みにくく、レーヨンに

　まさる上品な外観と質感を有します。

オフィス

サービス

ワーク

・リヨセル / ユニエコロ
・リヨセル / 綿
・リヨセル / ウール

®

<再生ポリエステル繊維>

●「ユニエコロ」は使用ずみのPETボトルを回収､

　再利用して作られた地球に優しい"再生繊維"。

　｢軽さ｣｢強さ｣｢衛生的｣...が特長のPETボトが

　"繊維"として再生されました。限りある資源の

　再利用と､地球環境を考えた繊維です。

オフィス

サービス

ワーク

・パルパーエコ
・ユニエコロ / ウール
・ユニエコロ杢調タイプ
・ユニエコロ交編ニット

環境に優しい
（環境対応素材）

<特殊混繊杢調素材>

®

●原糸製造工程で杢調を表現した素材です。
●ナチュラルなシネ効果とやさしく自然な表面感。

●深みのある色調。

オフィス

サービス

ワーク

<新表情感素材>

®

●｢コンソリー｣はカチオンミックスによる杢効果
　と、カスリ効果　による上品でナチュラルな表
　面感。
●ソフトドライなタッチと美しいドレープ性。
●優れた仕立て映え。

オフィス

サービス

ワーク

<梳毛紡毛調素材>

®

●｢グランディ｣は複合紡糸した異質な２種類の糸
　を特殊加工し、自然なウール調を追求した素材
　です。
●自然な杢表現。
●程良いふくらみ感。
●美しい仕立て映え。

オフィス

サービス

ワーク

<シルキー調素材>

GOOLANG®

●｢グーラン｣はポリマー複合紡糸技術と改質複合
　技術の２つの要素によって作り出されたシルキ
　ー調素材。
●マイルドな光沢、深みのある色調。

オフィス

サービス

ワーク

心に優しい
（感性素材）

人に優しい
（機能素材）

<太陽熱遮蔽加工素材>

プロサーモ®

●繊維上に太陽熱反射性化合物を固着させた画期的
　な太陽光遮蔽加工です。
●太陽熱の反射・体熱の放散・汗の発散効果によ
　り、快適な涼しい着心地を生み出します。

●耐久性にも優れています。

ワーク

®

<クーリング素材>

●繊維内部に特殊セラミックを入れ、太陽光を遮断
　します。
●涼しく爽やかな着心地です。
●適度な反撥性とさらっとした肌触りを持ってい
　ます。

●やわらかな艶となめらかな表面感を表現します。

オフィス

サービス

ワーク

<異収縮混繊スパン>

ユニウェーブ®

●収縮性の異なる複数の繊維を複合紡糸した異収縮
　混繊構造糸です。
●優れたソフト・バルキー・ストレッチ機能によ

　り快適な着用感が得られます。

ワーク

<タバコ消臭加工>

®

●｢タバカットⅡ｣は、たばこのニオイ成分を分解　

して素早く消臭します。

●たばこ以外の様々なニオイにも優れた効果を発

　揮します。

●繰り返し洗濯しても消臭効果はほとんど落ちま

　せん。

オフィス

サービス

<消臭加工素材>

®

●｢加齢臭｣および｢汗臭｣に対して非常に効果を発

揮　します。

●洗濯耐久性に優れています。

●白度低下がほとんどありません。

●洗濯によって、その性能は回復、再生します。

●非常にソフトな風合です。

サービス

ワーク

プロモート素材

2001 SPRING/SUMMER

ECOLOGY

・環境に優しい

MIX

・オリジナル性
・人に優しい
（機能性）

COMFORT ORIGINAL

2001S/S�向 E.C.O.-MIX 快適素材 
＝地球に優しく人に優しい＝

環境に優しい
（環境対応素材）

心に優しい
（感性素材）

人に優しい
（機能素材）

<指定外繊維>

・リヨセル / ユニエコロ
・リヨセル / 綿
・リヨセル / ウール

®

<再生ポリエステル繊維>

・パルパーエコ
・ユニエコロ / ウール
・ユニエコロ杢調タイプ
・ユニエコロ交編ニット

<太陽熱遮蔽加工素材>

プロサーモ®

®

<クーリング素材>

<異収縮混繊スパン>

ユニウェーブ®

<タバコ消臭加工>

®

<消臭加工素材>

®

<特殊混繊杢調素材>

®

<新表情感素材>

®

<梳毛紡毛調素材>

®

<シルキー調素材>

GOOLANG®
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