
204-00-72 W:7cm￥1,800 (+tax) 

kn i t - p i n
ニットピン

mino はアレンジ次第で

いろいろな着かたが楽しめます。

大きなニット地を留めるには、

幅の広いニットピンが便利です。

新発売の、シンプルでゆれる姿が

かわいいニットピンです。

０1 レッド
０2 ネイビー

０3 ホワイト

０4 イエロー

０5 サックスブルー

０6 ラベンダー

wi n te r
2020

MADE IN GOSEN

新潟・五泉市で

ニットづくり５8 年のサイフクで

「mino」は企画・生産しています。

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 Japan」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。

工場にお送り頂いた後に

補修費についてご連絡いたします。

アフターケア

新潟県

五泉市

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

226-knit .com

new



204-11-05 ￥18,000 (+tax)

194-09-01 ￥13,000 (+tax)
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「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。
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。
nico にツートンカラーを追加しました。

ふわふわで軽いラクーンの mino ができました。
かさ高でたくさん空気をふくんだ編み地は、ほおずりしたくなる気持ちよさ。
ベーシックなカラーをそろえました。

chinese raccoon 50%
wool 30%
nylon 20%
weight 230g

MADE IN JAPANMADE IN JAPANMADE IN JAPANMADE IN JAPAN

acrylic 55%
nylon 25%
mohair 20%
weight 290g(nico)

ra c coon

16 エクリュ 17 ネイビー 18 グレー

冬の編地 冬ごもりのmi n o

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

26 マスタード
× ベージュ

29 モカ
× ホワイト

30 アッシュグレー
× ネイビー

27 ブルーグリーン
× アッシュグレー

28 パープル
× アッシュグレー

ラクーン 南アフリカ産モヘヤ

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。

polyester 48%
wool 36%
rayon 8%
nylon 8%
weight 350g

11 ベージュ 14 ターコイズ 15 チャコール12 ライトグレー 13 ワイン 01 レンガ 04 ブラウン 05 チャコール02 マスタード 03 ネイビー

メリノウール

洗えるmino  woo l  bo rde rwash
ab l e

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。

 南米ペルー産アルパカ

baby  a lpaca  &  woo l

yoko ta t eta t e

n i c o

「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。

184-10-05 ￥11,500 (+tax)

184-10-07
3,800 (+tax)
25cm

184-10-03
￥5,500 (+tax)
W：30cm×H:60cm

184-08-01 ￥13,000 (+tax)
W:120cm×H:140cm

184-08-03
￥5,500 (+tax)
W:40cm ×H:60cm

194-08-07
￥3,800 (+tax)
M/25cm L/27cm

184-08-02 ￥13,000 (+tax)
W:115cm×H:115cm
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204-12-05  ￥11,500 (+tax)

wool 48%
alpaca 37%
nylon 15%
weight 370g(tate)

290g(yoko)


