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2019

一晩であたりの景色を一変させる雪。

雪が山々を真っ白に変え、

次第に越後平野をおおいつくします。

多くの恵みをもたらす雪と、ともに生きる。

暖かい冬素材にはそれぞれに特徴があり、

ニット選びの楽しい季節。

雪国で作るぬくもりのあるニットを。

雪・ぬくもり・冬

mino-knit .com
〒959-1837  新潟県五泉市寺沢 1-6-37
TEL : 0250-43-3129 FAX : 0250-42-5481有限会社サイフク
info@mino-knit .com

MADE IN GOSEN

新潟・五泉市で

ニットづくり５6 年のサイフクで

「mino」は企画・生産されています。

新潟県五泉市は日本一のニット産地です。

アパレルメーカーのご要望に応え、

品質の良い「MADE IN GOSEN」の

ニットを生産しています。

「mino」を企画・生産しているサイフクは

1963 年よりニット専業メーカーとして、

その五泉市でものづくりを続けています。

ニット生産のすべてに目が届くよう、

社内での生産比率を 90％以上まで高めた一貫体制で

クオリティの高い生産を可能にしています。

ファクトリーブランドの mino だからこそ、

自社工場での可能な限りのアフターケアを承ります。

ひっかけによるひきつれや、虫くい穴など、

製品のトラブルの折にご相談ください。

補修料金の目安をこちらからご確認いただけます。

アフターケア

新潟県

「mino」は雪国の冬に使われてきた

「蓑」から着想し、

新潟でうまれた

ポンチョブランドです。

https://mino-knit.com/?mode=f3

「修理のご依頼」
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184-10-03
￥5,500 (+tax)
W:30cm×H:60cm

184-10-05 ￥11,500 (+tax)

yoko:184-08-02 ￥13,000 (+tax)

yoko-S:184-08-04 ￥11,000 (+tax)

184-08-01 ￥13,000 (+tax)

194-09-01 ￥13,000 (+tax)

184-08-03 ￥5,500 (+tax) W:40cm×H:60cm

184-10-07 ￥3,800 (+tax)
25cm 194-08-07 ￥3,800 (+tax) M/25cm L/27cm

季節を編む 冬ごもりのmi no

ご自宅で手軽に洗える mino をつくりました。ネット
を使い、洗濯機で洗えます。光沢のあるモール糸と、
ウール糸を同色に染めました。見る角度により表情の
変わる、上品なボーダーが生まれました。

baby  a lpaca  &  woo l

polyester 48%  wool 36%  rayon 8%  nylon 8% wool 48%  alpaca 37%  nylon 15% acrylic 55%  nylon 25%  mohair 20%

「季節を編む」をコンセプトに四季を編地で表現する
シリーズです。冬の編地は「冬ごもりの mino」。毛足の
長いモヘヤ混の糸を選びました。寒い冬にぬくぬくと
あたたまって下さい。

アルパカは南米ペルーの高地に生息しています。
保温性に優れ、上品な光沢となめらかさが特徴です。
人気の定番素材です。

たっぷりとニット地を使ったニットポンチョの tate・yoko・nico。
男女共にお使いいただけるサイズです。

「yoko-S」は小柄な方やお子さまにおすすめです。

t a t e タテ

t a t e -S タテ S

正方形のニット地の中央から
横方向にスリットを入れた、
かぶるタイプのポンチョです。
90 度回転させるとボートネックか
ら V ネックへ表情を変えます。
小ぶりな yoko-S もご用意しました。

ko t e コテ

ko t e コテ

t su t su ツツ

ニコ

指ぬきのついた、
手の甲から手首までを
暖かく包む
アームカバーです。

t su t su ツツ

長方形のニット地を筒状に
したスヌードです。
一重巻き、二重巻きと
アレンジして使えます。

yoko ヨコ

長方形のニット地の両端に2個
スリットの入った、羽織るタイ
プのポンチョです。
コーディネートに取り入れや
すく、旅行などのお出かけに持
ち歩きやすいサイズです。

n i co

ta te・yoko・n i co  とサイズのお話

11 12 13 14 15
ベージュ ライトグレー ワイン ターコイズ チャコール

21 22 23 24 25
マスタード ブルーグリーン パープル モカ アッシュグレー

01 02 03 04 05
レンガ マスタード ネイビー ブラウン チャコール

t a t e t a t e yoko yo ko -S n i c o

回転させて
V ネックに。

メリノウール 男性：身長 178cm
女性：身長 158cm

洗えるmino  w oo l  bo r d e r

長方形のニット地の中心から
縦にスリットを入れた、
羽織るタイプのポンチョです。
シリーズでは一番大判で、
全身をしっかり包みます。
前開きタイプでアレンジも多く、
使い勝手の良い１枚です。

通常のtateより一回り
小ぶりなサイズです。
丈は、座った時に裾をふまない
長さにしました。

南アフリカ産
モヘヤ

南米ペルー産
アルパカ

wash
ab l e


