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プレスリリース

フェアトレードカンパニー株式会社

フェアトレード専門ブランド「ピープル・ツリー」（東京都世田谷区、代表サフィア・ミニー）より、手編みのぬくもりを感じる、あた
たかなニットのご紹介です。これからの寒い季節にぴったりのニットは主にネパールで生産されています。手編みの仕事は在宅でで
きるため、子どもを持つ女性や大学生が育児や学業と両立しながら働くことが可能です。また、使用している羊毛は動物愛護の面
からも配慮された毛の刈取方法で行っており、動物にもやさしく育てられたものを使用しています。

〜 2015 年秋冬コレクションから〜

ネパールより手編みのぬくもり感じるニットが登場！
1 アイテムにつき 100 円の寄付つき。
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15,000+ 税
首にかけたり、巻いたりとアレンジしやすいスヌード。ウッ
ドボタンを留めれば、ボレロ風にも着られます。
ベージュ系 / ライトグレイ系

19,000+ 税
表情豊かなクルーネックのプルオーバー。細身のパンツや
タイトスカートなど、コンパクトなボトムを合わせて
ベージュ系 / ライトグレイ系

4,200+ 税
寒い日にうれしいビーニータイプのニット帽。立体感のあ
る編み目がアクセントに。
ベージュ系 / ライトグレイ系

3,200+ 税
フィンガーレスタイプの手袋。手首までしっかりあたため
ます。ウール 75% コットン 25%
レッド系

3,500+ 税
シンプルなコーディネイトのアクセントになりそうなニッ
トのベレー帽。ウール 85% コットン 15%
レッド系

17,000+ 税
袖にジオメトリック柄を配したラグランスリーブのカー
ディガン。水牛の角ボタン。ウール 85% コットン 15%
レッド系

手編みバイカラーステッチシリーズ ジオメトリック手編みニットシリーズ

ネパール地震の長期支援策　WALK with NEPAL

2WAY スヌードプルオーバー ニット帽

手袋ベレー帽 V ネックカーディガン

ピープル・ツリーでは、ネパールでつくられたファッションアイテム１点の売
上につき、100 円を寄付する「WALK with NEPAL」を実施しています、寄付
金は、今年の 4 月 25 日に発生したネパール地震の震災復興の長期支援策と
して使われます。ぜひリサイクルウールをはじめとしたネパールのアイテムに
ご注目ください。
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17,000+ 税
肩にバナナ繊維で花やリーフの手刺繍をほどこした、ちょっとレトロなデザイン。
きちんと感のあるクルーネックカーディガンです。
ウール 95% 指定外繊維（バナナ）5% 　ブラックのみ

17,000+ 税
胸のラインで編み地と色を切り替えた。クルーネックセーター。シンプルなデザイ
ンなので野暮ったくならず、すっきり着られます。
ウール 50% 指定外繊維（バナナ）30%  コットン 20%　ピンク系のみ

19,000+ 税
ノーカラージャケットのようなカーディガン。ネックライン、裾、前立てのフリン
ジでフェミニンな印象に。
指定外繊維（バナナ）45%　ウール 30%　コットン 25%  　ピンク系のみ

ボタニカル手刺繍カーディガン 11 月入荷予定

手編みツイード風セーター

手編みツイード風カーディガン

ニットのある暮らし。
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17,000+ 税
袖と肩、ボディで大胆に切り替えたバイカ
ラーのニット。コンパクトなボトムを合わ
せれば、きれいめにも着こなせます。
コットン 55% ウール 45%
ネイビー系のみ

15,000+ 税
フクロウのモチーフが編み込まれたスヌー
ド。ボタンを留めてボレロ風にも着られる
２WAY デザイン。
コットン 60% ウール 40%
ネイビー系 / グレイ系

13,000+ 税
サイドにケーブル編みを入れたひざ下丈の
ニットパンツ。リラックス感たっぷりにき
こなして。
ウール 50% コットン 50%
ネイビー系 / グレイ系

5,500+ 税
ひもをギュッと結べば帽子になるネック
ウォーマー。
コットン 55% ウール 45%
ネイビー系 / グレイ系

13,000+ 税
透かし編みなので、インナーによってさま
ざまな表情が楽しめます。コーディネート
しやすいベージックなカラーもうれしい。
ウール 100%
ネイビー系 / グレイ系

2,900+ 税
リボン部分を前にしても、後ろにしても OK
なヘアバンド。
コットン 60% ウール 40%
ネイビー系 / グレイ系

11,000+ 税
ピープル・ツリーでは定番のナチュラルな
スタイリングにぴったりの前あきのベスト。
カブトピンつき。
ウール 100%
ネイビー系 / グレイ系

4,2000+ 税
メランジと無地で切り替えたデザインがか
わいいフィンガーレスの手袋。
ウール 55% コットン 45%
ネイビー系 / グレイ系

手編みバイカラープルオーバー

手編みフクロウ 2WAY スヌード

裾リブニットパンツ

2WAY ネックウォーマー

手編み透かしラウンドネックトップ

ニットヘアバンド

手編みヨークベスト

手袋



古着のニットアイテムの毛糸をほどいて、再利用したものと思われるか
もしれませんが、新しい毛糸を使っているのです。編み柄は日本のデ
ザイナーが指定するものの、色の組み合わせは余った毛糸から自由に
選んでもらっています。同じ柄でも編み手の女性たちの感性で色合い
が決まり、ひとつひとつ違って見えるのが特徴的なリサイクルウールの
商品。手に取って編み手の女性がどんな人なのか想像するのも楽しい
商品です。

■　ピープル・ツリーについて　　www.peopletree.co.jp 
ピープル・ツリーは、フェアトレードカンパニー株式会社のフェアトレード専門ブランド。フェアトレードファッションの世界的パイオニアです。アジア、
アフリカ、南米の 13 ヵ国、約 140 団体と共に、オーガニックコットンをはじめとする衣料品やアクセサリー、食品、雑貨など、できるだけその地方で
採れる自然素材を用いた手仕事による商品を企画開発・販売しています。私たちは、手仕事を活かすことで、途上国の経済的・社会的に立場の弱い人び
とに収入の機会を提供し、公正な価格の支払いやデザイン・技術研修の支援、継続的な注文を通じて、環境を害さない持続可能な生産を支えています。
※ピープル・ツリーは、世界で初めて世界フェアトレード機関（WFTO　 www.wfto.com ）によるフェアトレード認証ラベルを取得。また世界で初めて

「ソイルアソシエーション」（英国の代表的なオーガニック認証機関）から、途上国で生産されたオーガニック製品の認証を得ています。

本ニュースリリースや取材の申し込みに関するお問い合わせは：　
ピープル・ツリー　（担当： 鈴木 / 竹村）　  電話： 03-5731-6671  ファックス： 03-5731-6677  メール： pr@peopletree.co.jp

リサイクルウールってどんなもの？
ピープル・ツリーのニットのほとんどが、ネパールのクムベシュワール・
テクニカル・スクール（KTS) でつくられています。KTS ではピープル・
ツリーがデザインしたアイテムに合わせて、シーズンごとに毛糸を染め
るところから生産が始まります。しかし、毛糸を染めるには一定量が
必要なため、デザインによって、毛糸が余ることもしばしば。そこで
考えだされたのが、リサイクルウールです。リサイクルウールというと、
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10,500+ 税
ボタンを留めてポンチョとして着るだけでなく、
膝掛けやストールにもなるアイテム。
ミックスドット / ジオメトリック

3,300+ 税
指先を覆うカバーのついた 2WAY タイプの手袋。
カバーを留めるココナッツボタンつき。
ミックスドット / ジオメトリック

ミックスドット 3,700+ 税
ジオメトリック　4,200+ 税
タイツやデニムの足元を明るく彩る、カラフルな
レッグウォーマー。
ミックスドット / ジオメトリック

2,400+ 税
カラフルなニット帽。ひとつあるだけで、コーディ
ネートのアクセントになります。
ミックスドット / ジオメトリック

ポンチョ

手袋 レッグウォーマー

ニット帽

クムベシュワール・テクニカル・スクール（KTS）

編み物、カーペット、木工製品の 3 つの生
産プロジェクトで 2,500 人の職人に仕事の機
会を提供しています。その収益で運営され
る小学校では、210 人の子どもたちが無償
で教育を受けており、16 人の子どもが孤児
院で暮らしています。働く女性職人のための
保育所もあります。ピープル・ツリーの手編
み、手刺繍のカーディガンやセーター、帽子、
手袋やストールなどを生産しています。

つくっている人びと

手編みリサイクルウールシリーズ


