
に迫る尾州織物尾州織物魅力魅力
一宮市が位置する尾州は、イタリアのビエラ、イギリスのハ
ダースフィールドと並ぶ世界三大毛織物産地。尾州ウールを
はじめとするハイクオリティの織物は、国内外からの評価も高
い。そんな尾州織物の魅力に、多彩な角度から迫ってみよう！

動画もチェック

K一宮市本町8-11 kJR尾張一宮駅・名鉄
一宮駅から徒歩10分 J10～15時 G入館
無料 i月曜（祝日の場合は翌日） p20台

一宮市
豊島記念資料館
●いちのみやしとよしまきねんしりょうかん

艶金（つやきん）興業旧蔵の染色
整理機械類および、一宮市博物
館が収集した織機類を収蔵・展
示。機織りの初期から動力織機、
自動織機へと変わる織機の発展
の段階を見て、学ぶことができる。

t0586-46-3215（一宮市博物館）
※見学希望日の7日前までに要予約

MAP P20A2

学ぶ

体験

平成19年（2007）に近
代化産業遺産群に認定

o糸に強度を
つけるため使
われた八丁式
手動撚糸機

l 昭 和23年
（1948）に 制
作された豊田
式力織機

ココに注目！
学芸員

神田年浩さん

5世紀ごろの地機（じば
た）から近代の織機まで、
約25種の織物関連遺
産を見ていただけます。

ココに注目！
取締役社長
木全元隆さん

丸編機のあるニット工
場やガラ紡を見て、簡
単な体験ができる見学
ツアーも始まります！

K一宮市大和町馬引焼野48 kJR尾張一宮
駅・名鉄一宮駅から名鉄バス起行きで4分、
馬引下車、徒歩5分 
J10～16時（所要約
1時間） G見学無料 i
土・日曜、祝日 p20台

国島
●くにしま

嘉永3年（1850）創業の毛織物メーカ
ー。糸を整える整経から織布、検査ま
での一連の製造工程を見学できる。

t0586-45-0181
（3日前までに要予約）

MAP P20B2

動画もチェック

K一宮市木曽川町玉ノ井宮前1 k名鉄尾西
線玉ノ井駅から徒歩2分 J8～12時、13～
17時（所要約1時間） 
G見学無料 i金・土・
日曜、祝日 pあり

葛利毛織工業
●くずりけおりこうぎょう

昭和初期より変わらずションヘル織機を
使った生地作り。ノコギリ屋根の工場を
はじめ、全棟が国登録有形文化財。

t0586-87-3323
（要予約。日程は応相談）

MAP P20B1

動画もチェック

K一宮市篭屋5-1-1 k東海北陸自動車道一
宮西ICから車で5分 J10～14時開始（所要
約2時間） G見学無料

（受付は5～9名）※10
名以上は要相談 i土・
日曜、祝日 p10台

ソトー
●そとー

会社紹介のDVDを視聴した後、工場
見学へ。毛織物の生地がテキスタイル
になるまでを見学できる。質疑応答も。

t0586-45-1121
（10日前までに要予約）

MAP P20B2

動画もチェック

もっと学べる工場見学！

K一宮市西萩原字上沼40 k名鉄尾西線萩
原駅からi-バス尾西南コースで21分、西浦
公民館下車、徒歩7分 J9～17時 i日曜、
祝日 pあり

木玉毛織 ●きたまけおり
明治初期に発明された日本独自
の紡績機「ガラ紡」で糸を紡ぐ。
使うのはオーガニックコットンのみ
で、糸はもちろんバス＆キッチン
やベビー用品、衣類なども製造販
売する。手織教室も開催している。

t0586-68-1131 MAP P20A3

綿を詰めた筒を回転
させて糸を巻き取って
いく仕組みのガラ紡

oガラ紡糸で仕
上げた自社製品
を販売するショ
ールームもある。
見学は予約制

o手織教室の体
験は定員1日2名

l工場内に「尾州のカレント 新見本工場」が
2021年4月22日にオープン！

YUT@CAFE
●ゆたかふぇ

のこぎり屋根の織物工場をセルフ
リノベーションしてカフェに。どこ
か懐かしい雰囲気が漂うウッディ
ーな店内で、手作りしたランチや
ハンドドリップで淹れるコーヒー、
デザートなどがゆっくりと味わえる。

t090-8077-5588 MAP P20B2

K一宮市篭屋4-11-13 
k東海北陸自動車道一
宮西ICから車で5分 J
11時30分～17時（16時
15分LO） i無休 p8台

動画もチェック

m織物工場をセルフリノベーション

l店の隣には古い織機が残ったイ
ベントスペース「のこぎり二」も

ハイサイドライト
のやさしい光が
店内に降り注ぐ

食べる

手作りのデミソースがかかった
トロトロの卵が炊き込みご飯
にオン。サラダ＆ミニスープ付

とろとろたまごのオムライス
950円

黒板のデザートを選び、バニラアイスを添えて。
ドリンクとのセットで合計額の100円引きに

彩りデザートプレート

＋抹茶ラテ560円）
860円（濃厚ガトーショコラ400円

K一宮市栄4-5-11 kJR尾張一
宮駅・名鉄一宮駅から徒歩5分 J
10～18時（店舗により異なる） 
i月曜（祝日の場合は営業）※店
舗により異なる pなし

Re-TAiL ●りている
近代建築技術が詰まった旧尾西繊維織
物同業組合の建物に、ファッションにま
つわる10の店が入居。尾州織物を中心
に扱う素材のショップやアパレルショップ
など、ジャンルも多彩だ。

t0586-59-2105

動画もチェック

lアーチ窓やスクラッチタイルの意匠が美しい

nしなやかで色
落ちしにくい尾
州デニムが人気
の「RANHERRI」

「RRR MATERIAL PROJECT」で
は、3000種以上の糸や生地を扱う

ココに注目！
マネージャー
古橋裕美さん

市場に流通しないような
生地の販売も！不定期
でファッションイベントな
ども開催しています。

ココに注目！
店主

岩本妃美子さん

料理にケーキ、ドリンクもす
べて手作りしています。イベ
ントやワークショップもぜひ！

築80余年のレトロビルに
繊維のモノ・コトが集結

K一宮市大和町馬引字南正亀4-1 kJR尾張一宮駅・名鉄一宮駅
から名鉄バス起行きで3分、繊維センター前下車、徒歩5分 
J9～17時 i12月28日～1月4日 p90台

一宮地場産業ファッション
デザインセンター
●いちのみやじばさんぎょうふぁっしょんでざいんせんたー

“尾州ブランド”の確立を目指し、国内外で幅広く
活動を行う施設。1階にある常設展示場では、コ
ンテストの優秀作品やさまざまな生地が見られる。

t0586-46-1361 MAP P20B2

ココに注目！
一宮市活力創造部商工観光課
繊維グループ　山田有里さん

日本一の毛織物産地・尾州の
生地を使った「尾州マーク」の付
いた製品の販売を行っています。

買う

n東京で行った尾
州の生地の展示
会にて、実際に使
用した生地や仕立
てた服を紹介

m尾州で織られた
生地で作られたポ
ーチ2000円。バッ
グのなかを整理す
るのに便利

尾州織物って？ 尾州マーク認定制度
一宮市を中心とした尾州エリ
アで生産される毛織物。糸
から織物になるまでの全工程
を、地域内で分業・協業し、
毛織物の国内生産量の約8
割を担う。なかでも、尾州ウ
ールは世界に冠たるブランド
として高いクオリティを誇る。

尾州の生地を使った製
品であることを認証す
るマーク。尾州産地で
培われた高い技術や
意匠性を活かした生地
が特徴で、ブランドと
質を保障する。商品購
入のひとつの目安にも！

国内最大の毛織物産地！

の
のこぎり屋根の工場が

おしゃれなカフェに！

手織教室の体験は完全予約
制。先生の指導でティーマッ
トが作れる。所要は約2時間

体験教室
1500円

J手織教室は10～16時 G手
織教室受講半日1000円～（初
回登録料3000円、織機使用
料1カ月1000円が別途必要） 
i火・金・日曜、祝日

肌にもやさしい風合いの
ガラ紡糸にこだわりあり！

展示された遺産群から
繊維工業の歩みを知る

MAP P20A1

lスーツのパターンオ
ーダーができる「国島 
CONCEPT TAILOR」

目移りするほど美しい
尾州織物の魅力を体感
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