
エアーかおるの“エニータイム”
という商品なら、一般的なバス
タオルの半分サイズで全身を
ふき取れます。そのため部屋
干しでも半分のスペースで
干すことができます。

他の衣類と一緒に洗濯機で洗えますが、柔軟剤
を使うと繊維がコーティングされて吸水性が落
ちるため、使わないことをおすすめします。干す
際は、紫外線が繊維にダメージを与えるため、部屋
干しが最適。通常2年くらいは風合いや吸水性が
キープできますよ。

洗濯方法は？
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＼組合員に
聞きました！／

綿糸水溶性糸

エアーかおるに使われる特殊な撚糸スーパー
ZEROは、綿の糸と水溶性の糸を通常の2倍
逆に撚ってつくられています。タオルが完成後
に水溶性の糸を溶解させると、隙間ができて
綿の糸が撚りを戻そうと膨らむので、ふんわり
として通気性や吸水性に優れた高機能なタオル
になります。

タオルなんてどれも同じと思っていま

したが、吸水性が全く違っていました。

髪を洗ったあとに頭に

巻いておけば、それだけ

で乾いてドライヤーが

不要なくらいです。

私の想像以上に、丁寧に作業されているのだろうなと

感じました。機械につけるおもりの重量を変えたり、

不純物がないか検査したりと、

大変丁寧な作業が行われていると

感じました。モノづくりに相当なこだ

わりがないと出来ないことだろうな

と思います。

（羽島市 加藤さん）

糸にアイロンをかける。予想もし

ない過程があること

に大変驚きました。

機械から出てきたダン

ボールにさらにびっ

くりしました。

ハンドタオルが細長い長方形でカバン

の中でかさばりません。色違いセット

だったので出かける度に交換して

愛用しています。

（揖斐川町 aoitukiさん）

とにかく吸収がいいこと。長い髪の

娘もエアーかおるを使うとドライ

ヤーの時間が短くなります。

（羽島市 きなころりんさん）

マフラーのように首に巻ける、使い勝手

の良さが気に入っています。吸水・速乾、

肌触りも良く、長く使っていますが状態

もキープ！

（可児市 さゆなおままさん）

バスタオルより小さくても十分

です。毎日の洗濯物の量が減っ

てエコです。

（岐阜市 さとうさん）

吸水性や速乾性の秘密は？

（輪之内町 北川さん）

〒503-0124岐阜県安八郡安八町中875-1
TEL:0584-71-8807
［営業時間］10：00－18：00（月曜定休）
駐車スペース完備

会社設立50周年を期に、お客様をきちん
とした形でお迎えする場として誕生。本社・
本社工場、古民家、「エアーかおる」初の
リアルショップの他、アウトレットルーム、
日本式庭園、カフェも併設。

これまではタオルのみをつくってきました
が、現在は毛布やパジャマ、Tシャツなどへの
活用にもチャレンジしています。「エアー
かおる本丸」内のアウトレットショップは、
開発した製品を販売して、消費者の声を
聞く場所にもなっています。

スーパーZEROは
タオルにしか使用しないの？

（羽島市 安藤さん）

エアーかおる
の特徴

エアーかおるの特徴は、抜群の吸収
性と速乾性。ボリューム感がある
のにふんわりと軽く、毛羽落ちしに
くいため耐久性にも優れています。

＼半分で十分！／

エアーかおる
エニータイム
34×120cm
本体価格 2,000円
税込価格 2,200円
次回予定 1月3週

＼DEKOモニターさんと行く!! ／

エアーかおる

▲左から 加藤さん、安藤さん、北川さん、吉さん

ギャラリー

まずは撚糸の工程や浅野撚糸の歴史を
紹介するギャラリーでエアーかおるが

できるまでを勉強しました！

そこに秘密が
ありそう！

糸を回転させて逆に強い撚りを
かけます。

ダンボールに入れた糸に
蒸気を当てて縮れをなくします。

＼参加者に感想を聞いてみました！／

エアーかおる本丸 Air Kaol HONMARU

の魅力に迫る！

吸水性・速乾性に優れたタオル

エアーかおるのお気に入りポイントは？

エアーかおるが
できるまで

エアーかおるはスーパーZEROという
特殊な糸でできています！

水溶性の糸と綿の糸を合わせます。1

2 3

工場見学

軽くて
フワフワ♡

エアーかおるについて
聞いてみました!!

次に本社工場を見学。ここでは
エアーかおるになる糸スーパー
ZEROがつくられています。

強く撚りをかけるから、
クルクルと縮んでいますね！

この機械で2本の
糸を1本にします。

世界でここだけにしかない機械です！

今回はDEKOモニターさんと岐阜県安八郡安八町にある
撚糸工場、「浅野撚糸株式会社」を訪問しました。吸水性・
速乾性に優れたエアーかおるに必要不可欠な「スーパー
ZERO」のヒミツについて、東京オフィスマネージャーの吉龑
さんにお話を伺いました！

きち えん

浅野撚糸株式会社「エアーかおる本丸」訪問

タオルの
最終工程の

染色加工で水溶性の
糸が溶けます！

右がエアーかおる

あったかい！

マウンテンブルー
コーラルピンク

スノーホワイト ピスタチオグリーン
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