
SDGｓへの取組み

イケヒコ・コーポレーション



わたしたちのＳＤＧｓへの取り組み

「地場産業の活性化を計り、生活文化の向上に貢献する」という経営理念のもと、

作り手と使い手に想いを馳せ、使い心地が良く、持続可能な製品のご提供を行います。



い草商品が提供されるまで

い草製品が出来るまで…

い草農家

い草商品が出来上がるまでには、農家さんや織りや染めなど多くの人の手を渡り、つないで、
1つ1つの商品が作られていきます。

織元 縫製工場 メーカー 販売店 消費者
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い草農家さんの軒数

い草産業の現状

い草農家さんの軒数の変化

生産農家さんは、
ピーク時の20分の１に減少。

内訳

収穫時に廃棄される短い草や、
枯れなどの選別でさらに廃棄され、
全体で約40～45％ものい草が廃棄。

い草田あたりのい草使用割合

約40～45％
約55～60％

廃棄

使用約380軒

約4000軒

い草生産を継承していくことができる経済的基盤作りが急務であり、それを支える需要の創造と
その生産工程の見直しが必要。



い草農家の課題

い草産業が持続可能になる為には…

い草の良さをより多くの人に認知してもらい

い草商品をご購入していただくこと。

使用頻度の低い短いい草をアップサイクルし

適正な価格で購入し

適正な価格で商品を販売し続けること。

草の長さが短くなるにつれ、用途が絞られ相場も安くなる。

→しかし、長さが短くても
手間とこだわりは全て等しく、同じである。

短い草から長い草まで。
田圃で採れる全てのい草を活かせるように。



い草産業の未来を作る

い草の栽培、織り、加工、そしてお客様へ…

伝統と産業を 日々の暮らしで感じ

未来へ繋ぐサイクルを築いていきたい。

い草

栽培

染め

織り

縫製

加工

い草商
品

販売店

お客様



籐カーペット産業をつないでいく

【籐の歴史】

1900年頃 インテリアへの利用が始まる

1955年頃 製造地を日本→台湾へ

1990年頃 製造地を台湾→インドネシアへ

輸出規制の影響もあるが

日本がインドネシアで普及させた産業である



籐を編む、編み子さんたち

編む事が好きで、仕事に誇りを持っています。

しかし、生産人口ピーク時 約3000人

→現在 約300人まで減少しました。

籐を編むことは重要な産業です。

女性の方にとっては、子育てと両立でき

高齢者の方にとっては、唯一の収入源です。

私たちは、この産業を未来へ残していきます。

籐カーペット産業をつないでいく



籐は通常の木材よりも丈夫な素材です。

耐久性が高い天然素材の籐は、長くお使いいただけます。

サスティナブルな素材と共に、

飾らない、自然にあるものでシンプルに暮らす。

あなたに必要な分だけを、取り入れてみませんか。

籐カーペット産業をつないでいく



今、私にできること。未来のためにできること。

プロダクトご提供を通じたSDGs

「イルシコ」シリーズ



それ以上でも それ以下でもなく、

必要なものを 必要な分だけ。

私の毎日をととのえる、

ていねいな暮らしのインテリア。

「イルシコ」とは、九州の言葉で「必要な分だけ」という意味です。

「イルシコ」シリーズメッセージ



irucico アイテム一覧



irucico：い草へのこだわり①

古来から畳や茣蓙として日本の生活になじみのある、い草。

しかし、日本製のい草は減少しています。

代々受け継がれてきた大切な日本の文化。

たくさんの方に、いろんな場所でい草に触れて欲しい。

この産業を維持していきたい。

サスティナブルな素材と共に、

飾らない、自然にあるものでシンプルに暮らす。

あなたに必要な分だけを、取り入れてみませんか。



廃棄ロスを無くしたり、

使われなかった短いい草を使ったり、

捨ててしまっていたい草を使ったり、

再生不織布を用いるなどして、環境配慮をしています。

環境に配慮された材料を使うことで、

サスティナブルな社会に貢献できることを目指しています。

irucico：い草へのこだわり②



irucico【い草ラグ・ユニット畳】

使用頻度の低い、約90cmほどの比較的短い

い草を使用しています。

そうすることで焼却処分されていたい草が活き、

焼却しないことでCO2削減にも貢献します。

また、織り工程で出る端材は

枕の中材として、無駄なく使用しています。

従来カーペットで
使用している草irucicoで

使用している草



irucico【い草インソール・フレグラス】

使用頻度の低い、約90cmほどの比較的短い

い草を使用し、

い草の吸湿力を実感できるインソールや

見て楽しめるフレグラスなど、

暮らしに寄り添うアイテムをつくりました



irucico【アップサイクルインソール】

カーペットを加工する際に出る

規格外のい草生地の残反を

インソールにアップサイクルしました。

い草生地に多少の色の濃淡はありますが、

問題なくご使用いただける商品です。

い草の残反

インソールの生地をカット



irucico【い草マット・枕】

い草生地を生産加工する際に出ていた

裁断ロスをなくし、無駄なく活用するために、

製品サイズを見直しました。

--------------------------------------------2枚にカットし
両方ムダなく使用

従来のカーペット用の生地を、マットや枕で使用すると製品サイズ

の差による裁断ロスが発生しますので

製品サイズを見直し、裁断ロスを無くしました。



irucico【い草網円座】

い草を縄状に加工して

1枚1枚丁寧に

手作業で編み上げました



Irucico【籐】

籐の皮を、編み子さんたちが

1本1本ていねいに編み上げて作ります。



【外装箱】

バイオマスマーク

ＦＳＣ認証のダンボールを採用。バイオマスインキで印字。
色数は最小限に抑え、シンプルなデザインに。
また、家に届いた時、喜んで頂けるような美しい印象に。
リピート購入したくなるようなブランドへ。

【内装紙】
ＦＳＣ認証のクラフト紙採用。
ベジタブルインキで印字。
色数は最小限に抑え、シンプルな印象のデザインに。
ひとつひとつを丁寧に包装し、
商品を大切にお客様にお届けします。

ベジタブルインキ

【平袋(インソール・フレグラス)】
ＦＳＣ認証のクラフト紙採用。
バイオマスインキで印字。
色数は最小限に抑え、シンプルな印象のデザインに。
クラフト紙を用いることで、
サスティナブルなこだわりを伝える。

バイオマスマーク

Irucico サスティナブルなこだわり



売り場のご提案



仕様書
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番号 品名 アイテム サイズ（ｃｍ） パッケージ 指定売価（本体価格）

① みらい インソール 23㎝～27㎝ クラフト袋 ¥2,400
② みらい インソール（アップサイクル） 23㎝～27㎝ 帯巻 ¥1,200

フレグラス 30㎝（約30g） クラフト袋 ¥1,000
フレグラス 60㎝（約50g） クラフト袋 ¥1,600

④ みらい ユニット畳 70×70×1.5 内装紙＋外装箱 ¥9,800
35×120㎝ 内装紙＋外装箱 ¥6,800
35×180㎝ 内装紙＋外装箱 ¥8,500

⑥ みらい い草枕 35×15㎝ 内装紙＋外装箱 ¥4,000
⑦ みらい い草網円座 約40丸 内装紙＋外装箱 ¥7,500

70×140㎝ 内装紙＋外装箱 ¥8,800
140×140㎝ 内装紙＋外装箱 ¥15,400
140×210㎝ 内装紙＋外装箱 ¥21,600
50×80㎝ 内装紙＋外装箱 ¥10,800
60×90㎝ 内装紙＋外装箱 ¥14,500
35×120㎝ 内装紙＋外装箱 ¥11,000
70×120㎝ 内装紙＋外装箱 ¥23,000

⑨籐マット　みらい

⑤ みらい

⑧ みらい

⁻
合成ゴム

⑧い草ラグ　みらい

③ みらい

ベトナム産無染土現地草
⁻
⁻

⑥い草枕　みらい

インドネシア産　籐　・　網代織（ハンドメイド）

SDGs 　irucico(イルシコ)
商品名 みらい

①インソール　みらい
国産無染土い草　・　綿糸　・　袋織　二二目

麻100％
再生不織布　3mm　150g/㎡

④ユニット畳　みらい

国産い草（端材）　・　ポリエステル糸　・　双目
麻100％

再生不織布　3mm　150g/㎡

③フレグラス　みらい

国産無染土い草
⁻
⁻

②アップサイクルインソール　みらい

国産無染土い草　・　綿糸　・　袋織　二二目
再生不織布　3mm　150g/㎡　＋　木製ボード10㎜　＋　段差シート

再生不織布　3mm　150g/㎡

ラグ

⑨ みらい 籐マット

麻100％
再生不織布　3mm　150g/㎡

マルチマット

国産無染土い草　・　綿糸　・　袋織　二二目
麻100％

再生不織布　3mm　150g/㎡

⑤マルチマット　みらい

国産無染土い草　・　綿糸　・　袋織　二二目

国産無染土い草　・　綿糸　・　袋織　二二目
国産無染土い草チップ

麻100％

⑦い草網円座　みらい
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SDGs irucico

		SDGs 　irucico(イルシコ)









		商品名 ショウヒンメイ						みらい



		①インソール　みらい				表地 オモテ ジ		国産無染土い草　・　綿糸　・　袋織　二二目 コクサン ム ソ ツチ グサ メンシ フクロ オリ ニ ニ メ

						ヘリ		麻100％ アサ

						裏地 ウラ ジ		再生不織布　3mm　150g/㎡ サイセイ フショクフ

		②アップサイクルインソール　みらい				表地 オモテ ジ		国産い草（端材）　・　ポリエステル糸　・　双目 コクサン ハザイ イト ソウ メ

						ヘリ		麻100％ アサ

						裏地 ウラ ジ		再生不織布　3mm　150g/㎡ サイセイ フショクフ

		③フレグラス　みらい				表地 オモテ ジ		国産無染土い草 コクサン ム ソ ツチ グサ

						中材 ナカ ザイ		⁻

						裏地 ウラ ジ		⁻

		④ユニット畳　みらい				表地 オモテ ジ		国産無染土い草　・　綿糸　・　袋織　二二目 コクサン ム ソ ツチ グサ メンシ フクロ オリ ニ ニ メ

						中材 ナカ ザイ		再生不織布　3mm　150g/㎡　＋　木製ボード10㎜　＋　段差シート サイセイ フショクフ モクセイ ダンサ

						裏地 ウラ ジ		再生不織布　3mm　150g/㎡ サイセイ フショクフ

		⑤マルチマット　みらい				表地 オモテジ		国産無染土い草　・　綿糸　・　袋織　二二目 コクサン ム ソ ツチ グサ メンシ フクロ オリ ニ ニ メ

						ヘリ		麻100％ アサ

						裏地 ウラ ジ		再生不織布　3mm　150g/㎡ サイセイ フショクフ

		⑥い草枕　みらい				表地 オモテジ		国産無染土い草　・　綿糸　・　袋織　二二目 コクサン ム ソ ツチ グサ メンシ フクロ オリ ニ ニ メ

						中材 ナカ ザイ		国産無染土い草チップ コクサン ム ソ ツチ グサ

						ヘリ		麻100％ アサ

		⑦い草網円座　みらい				表地 オモテジ		ベトナム産無染土現地草 サン ム ソ ツチ ゲンチ

						中材 ナカ ザイ		⁻

						裏地 ウラ ジ		⁻

		⑧い草ラグ　みらい グサ				表地 オモテジ		国産無染土い草　・　綿糸　・　袋織　二二目 コクサン ム ソ ツチ グサ メンシ フクロ オリ ニ ニ メ

						ヘリ		麻100％ アサ

						裏地 ウラ ジ		再生不織布　3mm　150g/㎡ サイセイ フショクフ

		⑨籐マット　みらい トウ				表地 オモテジ		インドネシア産　籐　・　網代織（ハンドメイド） サン トウ アジロ オリ

						中材 ナカ ザイ		⁻

						裏地 ウラ ジ		合成ゴム ゴウセイ





		番号 バンゴウ		品名 ヒンメイ		アイテム		サイズ（ｃｍ）		パッケージ		指定売価（本体価格） シテイバイカ ホンタイカカク

		①		みらい		インソール		23㎝～27㎝		クラフト袋 フクロ		¥2,400

		②		みらい		インソール（アップサイクル）		23㎝～27㎝		帯巻 オビマキ		¥1,200

		③		みらい		フレグラス		30㎝（約30g） ヤク		クラフト袋 フクロ		¥1,000

						フレグラス		60㎝（約50g） ヤク		クラフト袋 フクロ		¥1,600

		④		みらい		ユニット畳		70×70×1.5		内装紙＋外装箱 ナイソウ シ ガイソウバコ		¥9,800

		⑤		みらい		マルチマット		35×120㎝		内装紙＋外装箱 ナイソウ シ ガイソウバコ		¥6,800

								35×180㎝		内装紙＋外装箱 ナイソウ シ ガイソウバコ		¥8,500

		⑥		みらい		い草枕		35×15㎝		内装紙＋外装箱 ナイソウ シ ガイソウバコ		¥4,000

		⑦		みらい		い草網円座		約40丸 ヤク マル		内装紙＋外装箱 ナイソウ シ ガイソウバコ		¥7,500

		⑧		みらい		ラグ		70×140㎝		内装紙＋外装箱 ナイソウ シ ガイソウバコ		¥8,800

								140×140㎝		内装紙＋外装箱 ナイソウ シ ガイソウバコ		¥15,400

								140×210㎝		内装紙＋外装箱 ナイソウ シ ガイソウバコ		¥21,600

		⑨		みらい		籐マット		50×80㎝		内装紙＋外装箱 ナイソウ シ ガイソウバコ		¥10,800

								60×90㎝		内装紙＋外装箱 ナイソウ シ ガイソウバコ		¥14,500

								35×120㎝		内装紙＋外装箱 ナイソウ シ ガイソウバコ		¥11,000

								70×120㎝		内装紙＋外装箱 ナイソウ シ ガイソウバコ		¥23,000
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