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❖企業概要 

 

  事業者番号 7390001002413  

 会社名 日本語 オリエンタルカーペット株式会社 

 会社名 英語  Oriental Carpet Mills, Ltd. 

 創業・設立年  創業：1935 設立：1946 

 業 種  各種じゅうたん、緞帳、タピスト

リの  製造販売及びこれに付帯関連する

事業  主要製品  じゅうたん、緞帳、タピストリ 

 郵便番号  990-0301 

 会社住所  

 

 

 

山形県東村山郡山辺町大字山辺

21番地  代表者  渡辺 博明 

 ＴＥＬ  023-664-5811 

 ＦＡＸ  023-665-7513 

 ＵＲＬ https://yamagatadantsu.co.jp/ 

 Instagram（ユーザーネーム） 

 
yamagatadantsu 

 Facebook（ユーザーネーム） yamagatadantsu 

 ECサイト https://shop.yamagatadantsu.co.jp/ 

 主な販売チャネル  直販、卸、ECサイト 

 国内外 EC販売実績  自社オンラインショップ 

 対応言語  日本語 
 

 

 

 

 

   

 

 
❖創業者の想い・創業当時のエピソード 

昭和初期、冷害凶作による大不況となり、子女が身売りされるほど事態は深刻でした。この状況を見かねて

いた創業者の渡辺順之助が「この地には、どうしても女性が働く場が必要だ」と考え、昭和 9年「ニッポン

絨毯製造所」を創設。翌 10年には技術習得のために中国人技術者を 7名迎え入れました。 

伝習はかなり難渋しました。言葉が通じず、手織の指示は耳や髪を引っ張って合図にしたという話もありま

す。翌 11年には、新工場を建てて新たな伝習生も迎えましたが、16年に太平洋戦争が勃発すると、工場は

軍需のために製造の中断を余儀なくされ、社員は家業に戻るほかありませんでした。 

終戦後の 21 年 6 月、順之助は現在のオリエンタルカーペット株式会社を設立して事業を再開。とはいえ当

初は原料の羊毛がないため、苦肉の策として葛の根を工夫してじゅうたんを織りあげ、進駐軍の指令室に納

めるなどしていました。 

 
 

 
❖作者の想い、こだわり・地域との関わり 

技術の直接導入により創業したが故、全工程を自分たちで賄うこととなり、これが糸づくり・染め・織り・

アフターメンテナンスまで日本で唯一の一貫管理のじゅうたんづくりにつながりました。一人の職人が製品

の完成まで手掛けます。 

今年は新型コロナの影響もあり例年とは違いますが、いつもなら年 2,000人を超える方々が県内外より工房

視察に訪れ、産業観光にもつながっています。 

 
 

https://yamagatadantsu.co.jp/
https://www.instagram.com/yamagatadantsu
https://www.facebook.com/yamagatadantsu
https://shop.yamagatadantsu.co.jp/
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❖商品情報 

 

 ブランド名  山形緞通 

 商品名  桜花図 

 一般名称  手織じゅうたん 

 素材  ウール 100% 

 製造担当者   

 製造地  山形県東村山郡山辺町 

 商品サイズ  W200 x H140 

 商品重量   

    

    

 

夜に浮かぶ桜。月明かりの下で咲き誇る桜は、春の夜を彩
ります。花の艶やかさと柔らかな色合いで、立体感のある
桜が一面に広がるじゅうたん。山形緞通の歴史と技術が織
り込まれた。繊細な手織のじゅうたんです。 

 

 

 ブランド名  山形緞通 

 商品名  千秋 

 一般名称  手織じゅうたん 

 素材  ウール 100％ 

 製造担当者   

 製造地  山形県東村山郡山辺町 

 商品サイズ  W200 x H140 

 商品重量   

    

    

 

能装束の柄をモチーフにしたじゅうたん。 
三色の市松模様を地に萩・おみなえし・紅葉・桔梗・野菊
など秋を代表する草花が一面に散りばめられた優雅さと華
やかさを感じさせる一枚。 

  

 

 ブランド名  山形緞通 

 商品名  えびかずら宝相華 

 一般名称  手織じゅうたん 

 素材  ウール 100% 

 製造担当者   

 製造地  山形県東村山郡山辺町 

 商品サイズ  W215 x H150 

 商品重量   

    

    

 

奈良時代に建立された正倉院の宝物の花氈(模様入りの毛
織物)をモチーフにしたじゅうたん。 
えびかずらとは葡萄の古称で、宝相華とは仏教文化ととも
に発展した紋様で空想の花。藍色と紅色の唐草紋様が、シ
ンメトリーに広がる美しい一枚。 
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❖商品情報 

 
 ブランド名  山形緞通 

 商品名  牡丹 

 一般名称  手刺じゅうたん 

 素材  ウール 92%・シルク 8% 

 製造担当者   

 製造地  山形県東村山郡山辺町 

 商品サイズ  W200 x H140 

 商品重量   

    

    

 

ウールとシルクの肌触り、立体的に浮かび上がるダイナミ
ックな柄。輪の空間に模様の空間にも合う、新しい古典柄。 
牡丹の花の重なりを、異なる質感の糸と浮彫りで立体的に
表現しました。足元を優雅に彩るじゅうたんです。 

  

  ブランド名  山形緞通 

 商品名  あけぼの 

 一般名称  手刺じゅうたん 

 素材  ウール 100% 

 製造担当者   

 製造地  山形県東村山郡山辺町 

 商品サイズ  W200 x H140 

 商品重量   

    

    

 

明け方の黄みを帯びた淡紅色の空。 
朝陽が輝く、燃えるような、赤のグラデーション。 
自然が生み出す空の色。細かな空の表情を 25～41色のグラ
デーションで表現した空シリーズの中の 1枚です。 

  

 
 ブランド名  山形緞通 

 商品名  しもつき 

 一般名称  手刺じゅうたん 

 素材  ウール 100% 

 製造担当者   

 製造地  山形県東村山郡山辺町 

 商品サイズ  W200 x H140 

 商品重量   

    

    

 

霜が降りて、冬のはじまりを告げる季節。初冬の山がつく
り出す、静かな青のグラデーション。 
季節によって移り変わる山の景色。ダイナミックな山々の
重なりを 33～41 色の濃淡で表現した景シリーズの中の 1
枚です。 
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❖商品情報 

 
 ブランド名  山形緞通 

 商品名  UMI 

 一般名称  手刺じゅうたん 

 素材  ウール 100% 

 製造担当者   

 製造地  山形県東村山郡山辺町 

 商品サイズ  W140 x H200 

 商品重量   

    

    

 

世界的工業デザイナー奥山清行氏によるデザイン。 
ダイナミックな海の一瞬を切り取り、色の存在感や動きの
あるぼかしで表現したデザインです。 

  

 
 ブランド名  山形緞通 

 商品名  MOMIJI 

 一般名称  手刺じゅうたん 

 素材  ウール 100% 

 製造担当者   

 製造地  山形県東村山郡山辺町 

 商品サイズ  W255 x H255 

 商品重量   

     

    

 

世界的工業デザイナー奥山清行氏によるデザイン。 
6 色の紅葉が多層的に散りばめられ、グラデーションを奏
でる美しいデザインです。 

    

 
 ブランド名  山形緞通 

 商品名  HAMON 

 一般名称  手刺じゅうたん 

 素材  ウール 100% 

 製造担当者   

 製造地  山形県東村山郡山辺町 

 商品サイズ  W200x H200 

 商品重量   

    

    

 

世界的工業デザイナー奥山清行氏によるデザイン。 
水面に浮かぶ輪のように、幾重に広がる波の模様。 
毛糸の質感と立体感のある構成で、淡色でありながら模様
の奥行きを感じさせる仕上がりが、ラグジュアリー感のあ
る落ち着いた雰囲気を醸し出しています。 
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❖商品情報 

 
 ブランド名  山形緞通 

 商品名  KOMOREBI 

 一般名称  手刺じゅうたん 

 素材  ウール 100% 

 製造担当者   

 製造地  山形県東村山郡山辺町 

 商品サイズ  W140 x H200 

 商品重量   

    

    

 

世界的工業デザイナー奥山清行氏によるデザイン。 
木々の枝葉の隙間から差し込む光と、優しい風に揺れる影
のゆらめき。 
並木道をあるような心地よさを感じるデザインです。 

  

 
 ブランド名  山形緞通 

 商品名  NAMI 

 一般名称  手刺じゅうたん 

 素材  ウール 100% 

 製造担当者   

 製造地  山形県東村山郡山辺町 

 商品サイズ  W140 x H200 

 商品重量   

    

    

 

世界的工業デザイナー奥山清行氏によるデザイン。 
シャギー専用の光沢羊毛糸を使用し、波の様子を美しいグ
ラデーションで表現したラグです。 

   

 

 ブランド名  山形緞通 

 商品名  KOKE 

 一般名称  手刺じゅうたん 

 素材  シルク 59%・ウール 41% 

 製造担当者   

 製造地  山形県東村山郡山辺町 

 商品サイズ  W140 x H200 

 商品重量   

    

    

 

世界的建築家・隈研吾氏によるデザイン。 
苔の質感を糸の質感、毛足の長さで表現した、豊かな質感
のじゅうたんです。艶やかで青い苔が一面に広がります。 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  山形緞通 

 商品名  ISHI 

 一般名称  手刺じゅうたん 

 素材  ウール 100% 

 製造担当者   

 製造地  山形県東村山郡山辺町 

 商品サイズ  W200 x H200 

 商品重量   

    

    

 

世界的建築家・隈研吾氏によるデザイン。 
枯山水を表現したじゅうたんです。白砂の波紋が広がり、
流れるような美しい曲線を描きます。 

  

  ブランド名  山形緞通 

 商品名  MORI 

 一般名称  手刺じゅうたん 

 素材  ウール 100% 

 製造担当者   

 製造地  山形県東村山郡山辺町 

 商品サイズ  W140 x H200 

 商品重量   

    

    

 

世界的建築家・隈研吾氏によるデザインのじゅうたん。 
森の樹木が繁り立つ自然の豊かさを、ダークグリーンの色
彩と、三層の毛糸の質感で表現しています。 

   

 
 ブランド名  山形緞通 

 商品名  TAIYO 

 一般名称  手刺じゅうたん 

 素材  ウール 100% 

 製造担当者   

 製造地  山形県東村山郡山辺町 

 商品サイズ  W140 x H200 

 商品重量   

    

    

 

クリエイティブディレクター・佐藤可士和氏によるデザイ
ン。 
宇宙の神秘、無限のパワーを感じる皆既日食の太陽。黒、
紺、赤をベースにしたシンプルでアイコニックなグラフィ
ックは、どんなシーンでもインテリアにインパクトのある
空間を演出します。 
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❖商品情報 

 
 ブランド名  山形緞通 

 商品名  SUIJIN 

 一般名称  手刺じゅうたん 

 素材  ウール 85%・ステープルファイバー

15%  製造担当者   

 製造地  山形県東村山郡山辺町 

 商品サイズ  W140 x H200 

 商品重量   

    

    

 

日本画家。千住博氏によるデザインのじゅうたん。 
滝は古来より安らぎや生きる力を人びとに与えてきまし
た。 
カーペットに描かれた滝は、そのイメージを表現した、究
極の癒しの空間かもしれません。 

  

 
 ブランド名  山形緞通 

 商品名  TOCHI 

 一般名称  手刺じゅうたん 

 素材  ウール 100% 

 製造担当者   

 製造地  山形県東村山郡山辺町 

 商品サイズ  W140 x H200 

 商品重量   

    

    

 

デザイナー・小林幹也氏によるデザインのじゅうたん。 
シルクのような光沢とさざなみのような美しい木目を持つ
橡の木。 
TOCHI はその表情、木目を抽出し、再構成したじゅうたん
です。 

  

  ブランド名  山形緞通 

 商品名  KOU 

 一般名称  手刺じゅうたん 

 素材  ウール 100% 

 製造担当者   

 製造地  山形県東村山郡山辺町 

 商品サイズ  W140 x H200 

 商品重量   

    

    

 

デザイナー・小林幹也氏によるデザインのじゅうたん。 
日常の中でふとした瞬間に心惹かれる自然の美しさ。 
KOU は窓越しに心地よく感じた光、空の移ろいを写真にお
さめ、空の色を抽出したじゅうたんです。 

 


