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Tatami Shop
手間を省き、作業効率を上げるため入れ替え導入

山口県岩国市

やなざき株式会社 様
柳崎茂様代表取締役

導入新機種紹介

両頭式自動框裁断機両頭式自動框裁断機

スパットＦ

既存機種紹介

今回、「両頭式自動框裁断機スパットＦ」を

入れ替え導入しました。
半畳縁無畳が増えている中、導入前は、裁断に両用機

と裁断機を併用して作業していたため、手間と時間が掛かっていました
が導入後は裁断が格段にラクになり、寸法が正確に出て良くなりました。
また「両頭式自動表張框縫機ツインロボ５０」を隣に設置することで

スムーズに作業ができ効率が上がりました。
今後はこの業界に飛び込んできた若者を大切に育てていき、やる気の
ある人に伝統ある職人技を引き継いでもらいたいです。

店主からの
ひと言

店主からの
ひと言

導入頂いたスパットＦで作業される様子

昭和 2 年（1927 年）創業の株式会社やなざき様は、「お客様とともに納得でき、
100％ご要望に応える」ことをモットーに、代表取締役柳崎茂様をはじめ、職人
さん５名、事務員さん１名の計７名で、弊社のツインロボシステムをお使いいた
だいております。
ツインロボシステムで畳製作のほとんどの工程を自動化し、手離れがよく短時間
で生産が出来ることから、畳だけでなく襖や障子、網戸の張替えにも取り組まれ
ております。３年前には、「お客様のご要望により応えたい」とリフォーム業も
始められ、リフォーム商談の際には畳替えのご提案もされているそうです。さら
に、他店との差別化メニューとして「畳乾燥機サンＡ」と「全自動染土落し機タ
タミクリーナー１」をお使いいただいております。また、乾燥のみをご注文のお客様も、後日畳替えのご依頼を
いただくなど次に繋がっております。アフターフォローの徹底や、畳を含め１００％ご要望にお応えし、ご納得
いただけるように努められている成果として、個人のお客様より口コミで評判を得られ、リピーターが多い株式
会社やなざき様には今後益々のご活躍が期待されます。

（株）やなざき様の会社看板と外観
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導入新機種紹介

反転式全自動平刺機反転式全自動平刺機
幅指しスケール付幅指しスケール付

ロボオート 6型
下前カット付自動畳表裁断機下前カット付自動畳表裁断機

オートカット５ＤＸ

汎用機からミニロボまでステップアップ！
～ミスを少なく生産性をUP～

愛知県名古屋市

井ゲ清製畳有限
会社 様

長牛様
職人さん

稲垣 秀樹様
代表取締役

佐藤様
職人さん

コンパクトベンダーで作業される様子

店舗外観

導入後は、縁無畳が簡単に作れ、誰の操作でも安定した

仕上がりになり、スピード・生産性がＵP しました。

昨年末にも、全自動反転式平刺機ロボオート6 型（幅指しスケール付）、自動表裁断機

オートカット 5 型を入れ替え導入しました。導入前は、人的な寸法の入力ミス等

（特に繁忙期のミスは時間ロスが大きい）が問題でしたが、平刺しも全自動にする

ことで寸法のミスが減り、手間のかかる 1 畳縁無の寸法が厘単位で仕上がるように

なりました。また、時間短縮になり生産効率がＵP したことで残業時間が減り

体がラクになりました。

今年秋には、よりミスを減らすため、寸法割付ソフト「畳屋さん Pro」、割付ソフト

から機械へデータを一括転送できる 自動寸法入力システム「Non-Line」と

「両框裁断機付框縫機ホープ MＧＡＴ２」の導入を計画しており、最新鋭の機械

で工期の短縮化、経済性、低コストに努めていきたいと考えております。

店主からの
ひと言

店主からの
ひと言

既存機種紹介

エアー式・縁無表折曲機エアー式・縁無表折曲機

エアー式・薄畳表張押曲機エアー式・薄畳表張押曲機

エアー式・両框裁断機付框縫機エアー式・両框裁断機付框縫機

反転式全自動返縫機反転式全自動返縫機
ロボエース 6型

コンパクトベンダー

ピットベンリー

ホープＧＡＳ

ご好評頂いたロボオート６

　昭和４１年創業の㈲井ゲ清製畳様は、現在２代目で社長の稲垣秀樹様と職人さん２名で、
畳だけでなく、襖・障子・網戸の張替えのお仕事もされております。
稲垣社長は、約２０年前にお嬢様が産まれたことをキッカケに、子どもが安心して使える
畳作りに携わりたいと、それまで勤められていた設計事務所を辞め、畳職人になられまし
た。その当時徐々に増え始めていた薄畳に対応出来るようにと、縫着機は当時の最新機「両
用機スーパーリード３型」続けて「框裁断機框縫機ホープＧＡＬ」「オートカット２」を
導入いただき、薄畳製作に力を入れられてきました。
平成２３年に新工場である今の工場に移転され、その後も薄畳を主としてお仕事をされて
いましたが、縁無の薄畳は時間も手間も掛かるため下請けに出して対応していたところ、
注文割合が１５～２０％を超え始めたため、自社で製作できるようにしよう！と考えられ
ました。道具を買って加工される等色々試行錯誤されましたが、なかなか上手くいかない
中、弊社の展示会で機械を見ていただき、縁無薄畳の製作を確立し、生産性をＵＰさせ、
汎用機では足りない部分を補うというご要望を叶えられるのではと、「全自動反転式返縫
機ロボエース６」「縁無表曲機コンパクトベンダー」「薄畳表張押曲機ピットベンリー」を
検討され、導入いただきました。



導入後は、自動操作が多くなった
ことで手離れが良くなり、楽になったの

はもちろん２割程度作業効率が上がりました。また、表示

器が付いたことで調整や操作に迷った時にも困らなくなり
ました。
同機種３型から入れ替え導入したスーパーリード６型は、

①カラータッチパネル付きで分かり易い
②縫い方の変更も切り換えが簡単で便利になった
③３型より返しのかかりが深くなったことで、

　　　　　　薄畳の仕上がりも良くスムーズになった

④ハシゴ縫いで縁無畳の仕上がりがキレイになった
等が評価できる点です。

これからもお客様に畳の良さを知って頂き、後々もご依頼
頂けるよう、心の込もった仕事をしていきたいです。

店主からの
ひと言

店主からの
ひと言

ご使用の機械（２機種）

ホープＴＡ２型を同機種ＬＡ型から入替られたのは、

薄畳や縁無畳の需要が増えている中、新型両用機

と合わせて、よりスピーディーに効率良く

対応出来るようにしたい、とのことで

導入いただきました。

スーパーリード 6型
両用機

ホープＴＡ２型（入替導入）
エアー式・框裁断機付框縫機

導入頂いたホープＴＡ２

スーパーリード６で作業される様子

良い仕事のために、機械も良い状態に
～  最新型汎用機システム導入  ～

群馬県前橋市

桑原畳店 様
桑原功様代表

導入新機種紹介

両用機両用機

スーパーリード 6型
エアー式・框裁断機付框縫機エアー式・框裁断機付框縫機

ホープＴＡ２型

はじめに、熊本八代・大分の生産農家の方々の地震による災害の
お見舞いを申し上げます。

創業大正１０年（１９２１年）創業の桑原畳店は、現在３代目で代
表の桑原功氏とご家族１名のおふたりで仕事をされております。
代表の桑原氏は二級建築士等の資格を持ち現場監督として長年
建設会社に勤務された後、先代であるお父様より畳の仕事を習
われ、現在１級施工管理士の資格を取得されました。建設会社勤
務の繋がりから、同僚や知人などの建築関係や工務店の仕事も
増やされ、個人のお客様以外の需要も開拓されております。
桑原畳店は、「数ある種類からご自身の目で見て選び抜いた材料
で安心して使っていただける畳を提供すること、お客様に喜ばれ
信頼できる仕事をすること」をモットーとされております。また、
「イ草やイ草生産者のことをもっと知りたい」と、今年2月に組合
青年部の研修旅行で、熊本県まで勉強に行かれました。

最後に重ねて熊本、大分の皆さま方の1日も早い復興を心より
お祈り申し上げます。
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ダニシラズＥ
「ダニシラズ E」。薬剤を付着させたシート状の製
品で、畳表と畳床の間に敷いて使用します。ダニ
の住処になりやすい畳に使うことでダニの発生を
抑えることができます。
建材床はもちろん、藁床に効果抜群！シートは
メッシュタイプで通気性がありますので、藁畳の
快適さを損ないません。
商品は無臭で、薬剤付着面を畳床側に向けて使用
するため、こちらの商品も小さなお子さんやペッ
トのいるご家庭にもご使用頂けます。

STEP 2 寄せ付けない

「畳乾燥機サン NA」。100 度まで温度が上がる乾燥機で、カビなどの菌を高温加熱

処理することができます。

畳芯温センサーが付いているので、畳の中に潜り込んだダニも確実に処理します！

「畳乾燥サービス」を付加価値としてアピールしていただくと、他店にないメニュー

で差別化を図ることができます。

畳乾燥機サンNA
STEP 3 退治する

抗菌・防カビ剤 Signal
繁殖させないSTEP 1

カビ対策に「抗菌・防カビ剤 Signal」。世界最高レベルの 2038 菌に抑制効果がある液体

製品で、日本で頻発する真菌（カビ菌）・細菌・藻類にも効果があります。また、菌を殺

すだけではなく寄せ付けない仕組みで耐性菌ができにくくなっております。

使い方は簡単！原液を 50 ～ 100 倍に希釈し、一畳あたり 50cc を噴霧してよく乾燥させ

るだけ。健康面は、有害な薬品を含んでいないので、小さなお子さんやペットのいるご家

庭でも安心して使っていただけます。

ジメジメした梅雨の時期に多く聞くのが [ カビ・ダニ ] の発生。
カビには乾燥や低温、湿度を抑えることが効果的ですが、梅雨の窓を開けられない時に換気は難しく、
除湿機を使用していても限界があるなか、カビや食べかす等をエサにし、高温多湿を好むダニも繁殖。
カビもダニも発生を抑える方法はないかとお悩みのお客様への提案材料としてご紹介したいのが
「抗菌・防カビ剤 Signal」「ダニシラズＥ」「畳乾燥機サンＮＡ」の 3点です。

ジメジメした時期のカビ・ダニ対策を
他店との差別化メニューとして加えてみませんか？

商品についてのお問合せ・ご注文は東海機器工業㈱まで。
TEL：0568-68-7111　FAX：0568-68-7011


