
PTJ2020SS 開催概要  

JFW Textile Div.                                                 2019.4.25 

Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｊａｐａｎ 2020 Spring/Summer 開催概要 

 

展示会名 ：Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｊａｐａｎ 2020 Spring/Summer 

会    期 ：  2019 年 5 月 21 日（火）10:00-18:30、 22 日（水）10:00-18：00  

会    場 ： 東京国際フォーラム  ホールＥ１（3,000 ㎡） 

主    催 ： 一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構（JFW） 

後    援 ：経済産業省  独立行政法人中小企業基盤整備機構 

        独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ） 一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会 

        日本繊維輸出組合  日本繊維輸入組合 

来 場 者 ： バイヤー及び招待者限定  [入場無料] 

 

■ 2020SS 出展者数  (小間数は 8 ㎡換算)  

国内：84 件/111.1 小間 

海外：10 件/   12 小間   計：94 件 / 123.1 小間（2019SS：94 件 / 125.1 小間 ） 

                          （新規 7 社    、復活６社   ：出展者リスト参照） 

□ ゾーン別 出展者数 

＜A ゾーン＞ 短繊維（コットン、麻、ウール、複合）：         41 件／52.6 小間 

＜B ゾーン＞ 長繊維（化合繊、シルク、機能素材、複合）：   23 社／36 小間 

＜C ゾーン＞ 染色・後加工、プリント、刺繍・レース、皮革・毛皮： 21 社／25 小間 

＜D ゾーン＞ 服飾資材、ニット、撚糸、パイル：                 9 社／9.5 小間 // 94 件・123.1 小間 

 

■ TREND & INDEX  

 

 

     

 

 

 

 

 

≪ 関連プログラム ≫  ～日本の素材を学ぼう！～ “Textile Workshop”  

2019 年 5 月 21 日（火）10:30- シルク／川俣産地  講師：齋栄織物(株)／常務取締役 齋藤 栄太 氏 

22 日（水）10:30- コットン／遠州産地  講師：古橋織布(有)／営業 西井 香織理 氏 

会場：PTJ 会場内の特設会場 

募集人数 : 各回 15～20 名 ※学生不可 



Premium Textile Japan 2020S/S　出展者リスト　（ゾーン別：五十音順）

Aゾーン：織物短繊維(コットン、麻、ウール、複合) Aゾーン：織物短繊維(コットン、麻、ウール、複合)

出展者名 小間No 出展者名 小間No

浅記株式会社 Binzhou Yuyi Textile Technology CO., LTD. / China

イチメン株式会社 CALIK DENIM TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. /Turkey

イマダ DAECHUN CO., LTD. /Korea

近江織物株式会社 HARBIN HUAREN LINEN TEXTILES CO., LTD. / China

株式会社オカモト商店 J VIEW FASHION CO., LTD. /China

小原屋繊維株式会社 SPUN SILK WORLD CO., LTD. /Thailand

カイハラ株式会社

株式会社カゲヤマ

川越政株式会社 Bゾーン：織物長繊維(化合繊、シルク、機能素材、複合)

有限会社クロスジャパン 出展者名 小間No

コスモテキスタイル株式会社 有限会社青木織工芸

株式会社コッカ 糸の音

小松和テキスタイル株式会社 宇仁繊維株式会社

株式会社斎藤商店 クレッシェンド・ヨネザワ（粟野商事(株)）

ササキセルム株式会社 桑村繊維株式会社 Lingo  

株式会社サンウェル 株式会社コーラル

滋賀麻工業株式会社 齋栄織物株式会社／SAIEI SILK

株式会社シバタ サンコロナ小田株式会社

柴屋株式会社 第一織物株式会社

株式会社ジャパンブルー 同興商事株式会社

鈴木晒整理株式会社 東レ株式会社

株式会社タケミクロス 外村株式会社

ダックテキスタイル株式会社 畑岡株式会社／株式会社足羽工業所

株式会社日本ホームスパン 株式会社伴戸商店

株式会社パノコトレーディング 株式会社松原

株式会社播 丸井織物株式会社

有限会社ビービーエーアソシエーション ミワ株式会社

有限会社福田織物 室谷株式会社

古橋織布有限会社 明林繊維株式会社

北髙株式会社 有限会社山政テキスタイル

株式会社麻絲商会 株式会社ユー・ティー・ケー

森菊株式会社 Thermore Japan /Italy

山﨑テキスタイル株式会社 UNICON CO., LTD. /Korea

渡辺パイル織物株式会社

株式会社ワン・エニー



Premium Textile Japan 2020S/S　出展者リスト　（ゾーン別：五十音順）

Cゾーン：染色・後加工、プリント、刺繍・レース、皮革

出展者名 小間No 出展者名 小間No

落合レース株式会社 カネマサ莫大小株式会社

協友株式会社 川田ニット（株）／ケーシーアイ・ワープニット（株）

株式会社グローブ 有限会社紀南莫大小工場

小林株式会社 シマダテキスタイル株式会社

山陽染工株式会社 株式会社大定

サン・ルック株式会社 東光商事株式会社

株式会社シャルマン工芸 日本蚕毛染色株式会社

有限会社田中刺繍 株式会社ノリタケ

株式会社タナベ刺繍 福井経編興業株式会社

敦賀繊維株式会社

東海染工株式会社 テキスタイル事業部

株式会社野崎染色

有限会社久山染工

二渡レース株式会社

丸増株式会社

溝呂木株式会社

有限会社森川レース

LILY LACE INTERNATIONAL CO., LTD.

有限会社ワダノブテックス

GB TEXTILE CO., LTD. / Korea

SFT Inc. (Samsung Fashion & Textiles) /Korea

Dゾーン：服飾資材、ニットファブリック、撚糸、パイルファブリック


