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SPECIAL ISSUE

PREMIUM
PRODUCTs vol.1
いい 生 地 が 好 き

尾州、知らないの？
Do You Know BISHU?

世界の有名ブランド製品にも使用される尾州の織物、素材。
なぜ使われるのか？ 答えは簡単。
高品質で触り心地が良く、肌に馴染む上に耐久性も高い。
尾州地域全体で糸から生地になるまでの膨大な工程を分業・協業し、
各工程で知識や技術を高め合ったからこそ生まれた結晶。
それなのにリーズナブルなのは、ブランドではなく、産地直売だからこそできる芸当。
直接見て触って感じてほしいが故に直売形式にこだわっている。
足を運ぶ価値はあると自信を持って言わせて欲しい。
「それどこのブランド？」
と聞かれたら、
「尾州、知らないの？」
と通ぶってみるのも悪くないでしょ。

なんてことでファッションアイテムを選ぶのも悪くはない。
でも、手で触れて、身につけて、使ってみて、
「 良い！」
と感じられる織物が
MADE IN JAPANであることを、
【 商品ご購入・お問合せ 】
（公財）一宮地場産業ファッションデザインセンター
住所／一宮市大和町馬引字南正亀4-1
TEL ／ 0586-46-1361

FAX ／ 0586-44-7455

愛知・一宮で作られていることを知らずにいることはもったいない。

http:// bishu-japan.jp

皆さん、いい生地がお好きでしょう？
ならば、“尾州”を知ることからはじめて欲しい。

。
—

「話題のブランドだから」や「あの有名人が使っているから」
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最高峰の品質を誇る
ウール ネクタイが
良心的な価格で購入可能

巻いてみて分かる尾州のマフラーの
着け心地の良さ
ワッフルマフラー
（スリム）
¥4,860（税込）

尾州と言えば、高級毛織産地として名を馳せているため、上質なウールに定
評ありというのはご存知だろう。
さらにオーガニックコットンの生地でも抜群の
品質であるとはいうのはどうだろう。ガラ紡
（※1）
の風合いを活かしたモノづく

尾州の生地は、
紳士服やスーツの生地として高級ブランドや一流百貨店、

りを実践し続け、軽くて柔らかく肌触りの良い綿100%のマフラーを製品化。

仕立てメーカーから声がかかる代物。
ションヘル織機
（※2）
により生まれる

真冬でも空気の層をつくり、重ねることでさらに防寒性をキープ。オーガニック

ふんわりとした上質な生地、
細いウールが尾州らしさ。

コットンの良さは、何よりもその着け心地。一度首に巻いてしまうと、
その着け

「この肌触り、
上質な質感を他に活かせないか…」
と思い付いたひとつが、

心地の良さから外すことを忘れてしまうほど。
「屋外・屋内でも、一日中使っ

ネクタイ。
「クールビズではノータイが主流、
ではウォームビズなら…」
という発

て欲しい」
というのが、品質の良さに自信を持つ生産者の理想だそうだ。

想から、
マフラーのような温かみのあるウールのネクタイが誕生。産地直売

※1 臥雲辰致により1876年に考案された紡績機及びそれによって紡がれた糸。均一化された現在の大

だからこそ実現できるこの品質でこの価格。正直驚きである。

量生産の機械とは異なり、不揃い感や軽やかさが特徴。柔らかさと温かみを感じることができる素材。

※2 ドイツ・ションヘル社の織機を元に日本で製造されたもの。高速織機が主流の現在では、国内
での稼働台数も少ない貴重な存在。低速で生地を織っているために糸にダメージがなく、手織りのよ

パステルカラーマフラー ¥8,100（税込）

うなふんわりとした仕上がりとなる。
それにより上質な風合いと肌触りを実現。

素 材はカシミヤ100%でサイズは31×
180cm。
良い意味でカシミヤらしくない、
発色の良さが特徴的なパステルカラー
のマフラーは、
ピンクとグリーンの2色展
開。色合いに加えて、
尾州らしい丁寧な織
り上がりを感じて欲しい。

ウールネクタイ ¥5,400（税込）
高級スーツにも使われる生地・糸をネクタ

超ロングマフラー ¥8,100（税込）

イに転用した、エポックメイキングと言え

カシミヤ100%でサイズは31×200cm。上質

る製品。カラーバリエーションが豊富で、上
質なウールネクタイを取り入れてみようか
と思われた方の導入には最適。このクオリ
ティがこの価格で手に入るのは、高級毛織
産地の産地直売だからこそ。

プレミアムブラック ¥8,100（税込）

ツイード風ウールストール ¥8,100（税込）

カシミヤブルー ¥10,800（税込）

な生地を使用していながら、
通常160cmが多
いマフラーのなかで200cmの長さが特徴。
長さを利用した幅広い巻き方を愉しんで欲
しい。
カラバリは3色展開。

素 材 は ウ ー ル で サ イ ズ は62×
160cm。スーパーファインウール

ワッフルマフラー
（ワイド）
¥7,560（税込）

と呼ばれる細い糸を使用し、従来

綿100%でサイズはスリムが15×145cm、ワイ

品はチクチクするが、この製品は

ドが31×145cm。
ジャパン・テキスタイル・コ

その不快感を最小限に抑えてい

ンテストで優秀賞を受賞したチャコールグレー

る。ツイードを意識したデザイン

が人気
（4色展開）
。ガラ紡を使用したことによ

と4色展開により、
幅広い世代の方

り、綿とは思えない温かさを実現。ストレスフ

におすすめ。

リーな着け心地も◎。

通年で使える、ウール製枕カバー。

ラインナップはフォーマル
（ウール100％）
、モ

触るだけで違いが分かるその感触、
その手触

ヘア
（モヘア100％）
。さらっとした質感と手触

りは、
カシミヤ100%ならでは。光沢もあり、

ウーループ：枕パッド、
ピローケース 共に¥3,240（税込）

りが特徴となっている。フォーマルは礼服用の

しっとりとしている質感は、
まるでシルクの

生地を採用。
「結んだときのカタチが良い」
と評

よう。
あなたの
“勝負ネクタイ”
のラインナッ

ウール100%の枕カバーと聞くと、
「チクチクしないの？」
と思いがちだが、
この製品はウールの長所を活かし、
弱点

判も高い。モヘアは従来のイメージよりも落ち

プに加えて欲しい。
ひと目でわかる質感の違

着いており、
柔らか。
毛100%の上質さは、
見た目

うネクタイを首元に締めることで、
いつもと

はもちろん、
手に触れた時に分かるはず。

は違う魅力を発してみては。

は加工でしっかり抑えている。
では、
長所は? ひとつが防臭効果。
速乾性・通気性が良く、
防菌効果もあり、
湿気を放出してくれる。
つまり、
汗の匂
いが出てこない、
ベタベタしないということ。
加齢臭対策にも最適な製品と言える。
では、
弱点をどう克服したのか？ 加工を施し、
いわゆる
“チクチク”
を最小限に抑えることに成功。
また、
洗濯に弱いと
いうイメージを覆し、
家庭で洗えるように仕上げている。
さらに
「ウールは冬だけでしょ？」
という偏見にもしっかり
と対応。
独自加工により接触冷感性を高めている
（=つまり夏も心地が良い）
。
通年で使えるウール製品というスグレモノを知って、
“ウールは冬だけ”
という偏見を捨てていただきたい。

CREATORS VOICE < ネクタイ >
良いスーツを着る際には、
やはり良いネクタイが欠かせないと考えます。元々、多くの特長を持つ尾州の生地ですので、
それをネクタイに転用できないだろうか

CREATORS VOICE < マフラー >

と、作り出したのが今回のネクタイです。
ウールの持つ温かみややさしさ、
色合いの柔らかさを活かしました。

オーガニックコットン、
ひいてはガラ紡でつくられた素材の良さを知って欲しいです。
日常的に使えて、一日中巻いていてもストレスがないマフラーは、
この素材だ

女性人気も高く、「プレゼントに贈りたくなる」
と好評をいただいています。
その秘密は、織り方の違いにあるんです。空気を含んでふくらみのある生地を細い

からこそ。晴れの日以外でも心が晴れる…そんな日常に寄り添った製品が多いのも尾州の特徴だと思っています。

糸で実現したことで厚みをなくし、使いやすいボリューム感となっています。高級生地のシルクとも一味違ったウールネクタイになったのでは、
と思っています。

毎日見て、触れているからこそ愛着がわきます。綿の状態から見ているからなのか、見飽きることもなくふと思うんです。可愛いですよね、
糸って。着け心地が良

スーツ生地をメインに製作しているので、
スーツ同様の生地でネクタイを合わせることも可能です。低価格・高品質の産地直売製品を知って、新しいウールネ

く、肌触りが良いのに、
しっかりと耐久性にも優れています。手間もかかるし、生産面ではお世辞にも効率が良いとは言えませんし、現在主流の製法よりも不

クタイスタイルを愉しんでもらいたいですね。

揃いでいびつさがありますが、
それが独自の風合いやふんわりさを生んでいると、知って欲しいですね。

