
福岡本社 092-431-7721

京都支店 075-211-8488

東京支店 03-3662-2626

会社案内
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会社概要

商号 筑前織物株式会社

代表取締役社長 丸本 修司

本社 〒812-0013福岡市博多区博多駅東2-6-24
TEL:092-431-7721 fax:092-431-7734

京都支店 〒604-8166京都市中京区三条通り鳥丸西入ル御倉町69
TEL:075-211-8488 fax:075-211-8480

東京支店 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-10-9
TEL:03-3662-2626 fax:03-3662-2750

創業 昭和24年2月

会社設立 昭和25年2月

資本金 4,950万円

営業品目 博多織 一切の製造卸と並に関連する事業
不動産賃貸業

販売先 関東関西の総合商社 集散地繊維卸業者
全国の地方卸業者 各地有名小売店

子会社 博絖織物株式会社
（不動産管理）

資本金2.550万

福岡市博多区博多駅東2-6-24福岡本社:筑前織物ビル



会社沿革

ページ.3

昭和24年（1949年） 2月 創業 創業者 丸本 正一

昭和25年（1950年） 2月 筑前織物株式会社設立 初代社長 丸本 正一

昭和25年（1950年） 4月 4月に博多織元卸商業組合を創立
以来、理事長、副理事長などの要職を歴任。

昭和31年（1956年） 2月 京都支店開設

昭和35年（1960年） 4月 東京支店開設

昭和44年（1969年） 5月 本社新社屋竣工

昭和58年（1983年） 8月 日本織物産地元売組合連合会より会長表影受賞。
副理事長、理事の職にあって活躍その功績により表影される。

昭和59年（1984年） 11月 丸本 正一 黄綬褒章受章

昭和59年（1984年） 12月 丸本 繁規 社長就任

平成17年（2005年） 11月 第103回博多織求評会 内閣総理大臣賞受賞

平成18年（2006年） 11月 第104回博多織求評会 内閣総理大臣賞受賞

平成19年（2007年） 11月 第105回博多織求評会 内閣総理大臣賞受賞

平成20年（2008年） 3月 ホテルオークラ福岡のリニューアルに弊社の生地を使用した
博多織の装飾を組み込んだベッドが完成した。

平成20年（2008年） 7月 承天禅寺のご住職に袈裟を贈呈。

平成20年（2008年） 日本デザイナークラブ『2008年九州フレッシュコンテスト最高賞受賞』
パリで開催されたファッションショーにドレス出品。

平成20年（2008年） 11月 『福岡県産業デザイン賞・奨励賞受賞』に博多織を素材に使用したエコバッグが受賞。

平成20年（2008年） 11月 第106回博多織求評会 内閣総理大臣賞受賞

平成21年（2009年） 2月 創業60周年
平成21年（2009年） 11月 第107回博多織求評会 内閣総理大臣賞受賞

平成22年（2010年） 2月 設立60周年
平成22年（2010年） 11月 第108回博多織求評会 内閣総理大臣賞受賞

平成22年（2010年） 12月 福岡で製作された新作能「桧原桜」の能衣装を担当。
博多織で初めての能衣装が完成した。

平成23年（2011年） 九州新幹線「新800系つばめ」がデビュー客室壁面に弊社で企画制作した桜島と博多五色献上
柄をアレンジした二枚の絵が搭載されている。

平成23年（2011年） 6月 ＪＲ九州ホテル・ブラッサム福岡の90室に弊社企画制作のアートワークが採用される。
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筑前織物グループ:本店・支店・織元・所在地

福岡本社
福岡市博多区博多駅東2-6-24
TEL:092-431-7721 fax:431-7734
博多駅から徒歩7分の立地
1Fは、ショールーム、展示会会場あり

筑前織物 周船寺工場
〒819-0381 福岡市西区泉1-18-4
TEL:092-806-1223  fax:092-806-5036

京都支店
京都市中京区三条通り鳥丸西入ル御倉町69
TEL:075-211-8488 fax:211-8480
「烏丸御池」駅 6番出口より 徒歩1分
「阪急烏丸」駅より 徒歩5分

東京支店
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-10-9
TEL:03-3662-2626 fax:3662-2750
東京メトロ・日比谷線「人形町」駅 徒歩2分
都営浅草線「人形町」駅 徒歩2分

筑前織物の製造部門
・博多織工業組合加盟 ・伝統工芸士4名
・手織工房 ・ショールーム 駐車場完備
・工場見学可能
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筑前織物グループ加入:博多織工業組合について

組合概要
名称 博多織工業組合
住所 〒812-0016福岡市博多区博多駅南1-14-12
TEL 092-472-0761
Fax              092-472-1254
設立 1880年
代表 寺嶋 貞夫
組合員数 58

博多織工業組合の歩み
筑前福岡藩主に黒田長政が就任し、後に（1750年代）博多織製造業者を
12戸に制限し、明治に至るまで「織屋株」と称して特権を与えられていましたが、
廃藩置県の公布とともに「織屋株」は完全に解消し、実力による自由競争の
時代に入ったが機業数の増加に伴い品質の低下を防ぐため,博多織会社が
設立されたのが博多織工業組合の起源なのです。

博多織求評会について

博多織工業組合の最大のイベント
各メーカの新作博多織、約300点が美を競い合います

内閣総理大臣賞をはじめ、文部科学大臣賞、経済産業大臣賞など
多くの賞がつけられており、平成26年で112回の回数を重ね
五十有余年の歴史と経歴を持っています

✳筑前織物は、
博多織工業組合員です



筑前織物の博多織
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平地八寸名古屋帯献上 平地八寸名古屋帯 総受 夏帯 羅組間道

佐賀錦袋帯 男帯着尺

夏帯 紗八寸名古屋帯 紋八寸名古屋帯

小
袋

博多織求評会 10年連続11回内閣勝利大臣賞受賞



博多織求評会
16回中14回 内閣総理大臣賞受賞 受賞



筑前織物新しい試み
JRグループホテルを博多織で装飾
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JR九州ホテル ブラッサム福岡&博多中央

博多の玄関らしく博多織でコーディネートしてほしいとご依頼があり、
筑前織物グループがご提案させていただきました。

ブラッサム博多中央では、博多織のエントランス、ブラッサム福岡では全室90室を
博多織のインテリアで装飾させていただきました。

ブラッサム福岡 http://www.jrk-hotels.co.jp/Fukuoka/index.php
ブラッサム福岡中央 http://www.jrk-hotels.co.jp/Hakatachuo/index.php

http://www.jrk-hotels.co.jp/Fukuoka/index.php


筑前織物 新しい試み
西鉄グランドホテルのエンパイア・ステートスウィートルームに採用

ページ.9

西鉄グランドホテルの改装計画に「HAKATATEX 
PROJECT」が提案した改装計画が採用され、平
成20年2月に博多織を使用したインテリアで、西鉄
グランドホテルのスイートルームが改装オープンしまし
た。

今回、筑前織物と系列会社 福絖織物が担当し
たものは、クッション、ベッド用フットスロー、テーブルセ
ンターです。博多織の献上柄をもとにして「平成献
上」と名付けた新しい博多献上柄で制作しています。



筑前織物新しい試み
九州新幹線車内の博多織額装や博多織バレエ衣装
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桜島
鹿児島中央駅で公演やイベント等が行われた際に、水戸岡先生デ
ザインによる桜島の図を、筑前織物が博多織で織り上げた作品も展
示されました。
この『桜島』の額装は九州新幹線に搭載、展示されています。

五色献上
九州新幹線車内１号車運転席入口を３枚の博多織（額縁入り）で
飾られています。
この作品は、博多織求評会にて、内閣総理大臣賞を受賞した作
品をアレンジしたものです。

日本初のコラボレーション
博多織バレエ衣装によるコンサート

内閣総理大臣賞を受賞した帯地をバレイ衣装チュチュに使用
その他衣装も、博多織で！



筑前織物新しい試み
承天寺の袈裟に採用

ページ.11

博多織始租・満田弥三右衛門の石碑や多くの国の重要文化財を所有する、承天寺・神保至雲住職が着用する袈裟は、筑前
織物の製造部「福絖織物」が製織した博多織の生地で作られています。
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筑前織物 新しい試み
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博多織の能衣装

桂由美ブライダルショー帯地製作

「博多織・久留米絣コレクションインパリ」
２００８年
ＮＤＣ九州支部賞(最高賞）受賞作品
生地製作/筑前織物

福岡アジアコレクション出展

福岡伝統工芸館タペストリー作成 軍師官兵衛の額装 博多織のパーテーション



筑前織物新しい試み

ページ.13吉田カバン 福岡大学 コラボ大人気博多ラーメン 一双

時計メーカーKnot博多織ストラップ
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筑前織物 メディア掲載情報

TV番組
RKB放送 「豆ごはん。」人生まめ劇場
テレビ舗企業編…超絶技門司港運と第２の海賊ｖｓ博多織！匠の世界

2014年10月放送された2時間番組の中で、30分前後、
筑前織物グループを取り上げていただきました。
✳DVDあり

Web
博多経済新聞
筑前織物グループが作成した博多織の袈裟を、
博多織発祥の承天禅寺の住職に贈呈
http://hakata.keizai.biz/headline/124/
エリア特集
博多織の未来について、特集しています
http://hakata.keizai.biz/column/10/

新聞
西日本新聞
筑前織物グループが作成した博多織の袈裟
その初お披露目が、西日本新聞の記事

新聞
西日本新聞
「博多モノ語り」連載コーナーにて、
筑前織物グループを1ページ特集記事

http://hakata.keizai.biz/headline/124/
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筑前織物 メディア掲載情報

TV
TBS／水戸黄門第39部
第8話： 『唄を土産に里帰り！』／博多（2008年12月1日 放送）
弊社の博多帯に商品協力依頼がありました。
京都撮影所にて撮影された写真です。

雑誌
JR九州発行フリーペーパー
Pleaseに特集記事

新聞
西日本新聞
博多織の能衣装『桧原桜』

新聞
西日本新聞
「ちょっと上質なエコバッグ」紹介記事

新聞
西日本新聞
「第55回博多織新作展」にて、最高賞内閣総理大臣賞

新聞
西日本新聞
博多織求評回にて、内閣総理大臣賞を含む３賞を
受賞した際西日本新聞に掲載されました。


