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世界とつながる、未来へつなげる新たな拠点に
文化を発信するシグナルショップ＜ GEA ＞が山形・寒河江にオープン
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INTRODUCTION

ものづくりと技術の伝承への強いこだわり、この土地でしかできないことを。
東北新幹線・山形駅から左沢線に乗り換え約 30 分、山形県のほ

日本の繊維産業は、バブル崩壊とともに低いコストを背景とし

ぼ中央に位置する寒河江市。母なる川・最上川と清流・寒河江川

たアジア諸国へ生産が移り、現在では、国内アパレル製造の

が流れ、月山、葉山、蔵王、朝日連峰を望み、四季折々の美しい

99％以上が輸入糸、生地となり、産業の空洞化が特に顕著な業

景観と豊かな自然環境に恵まれ、さくらんぼの里としても知られ

種です。また、過疎化の進行とともに、地方の繊維業界の衰退

ています。大自然に囲まれたこの豊かな土地で、1932 年に創業

も進み、過去から蓄積してきた貴重な技術の継承が困難になっ

した紡績ニットメーカー佐藤繊維が、世界とつながる新たな場所

ているのが現状です。このままでは、日本の繊維産業は 20 年

を目指し、文化を発信するシグナルショップとして＜ GEA/ ギア

でなくなってしまう。そんな危機感から、地方の新たなビジネ

＞をオープンしました。

スモデルとして複合型のシグナルショップ＜ GEA ＞の構想が生
まれました。

佐藤繊維は、1932 年、山形県寒河江市で、羊を育てその羊毛を

<GEA> は、世界中を旅して出会った素晴らしいもの、感じたこ

原料とした毛紡績業を興したことからはじまった紡績ニット会社

と、味わったものを集め、地元で紹介するとともに、世界を旅

です。創業者の志を受け継ぎ、原料選びはもちろんのこと、糸づ

してきたからこそ見える地元の美点、自然環境や食材、地域に

くりから仕上げに至るまで一貫して自社工場で行っています。

残る風習や伝統といった、地方に眠るさまざまな財産とを紡い

原材料に対するこだわりは強く、糸作家でデザイナーでもある 4

で、＜ GEA ＞だからこそ出来ること、山形にあるからこそ出来

代目、佐藤正樹（現社長）は、自ら世界を旅して、南米、南アフ

ることを強みとして、独自の文化やライフスタイルを発信して

リカ、オーストラリアなどこだわりをもった農場と直接取引を行

いきます。地方に増える均一化した SPA 型のショッピングモー

い、世界中から厳選した素材を集めています。独創的な発想とこ

ルでは、満足しない地元の人々のみならず、東京や世界からも

だわり、独自の技術によって、世界最細のモヘアなど人々を驚か

足を運ぶ場所にしていきたいと考えています。

せる糸を開発し、ヨーロッパをはじめする一流メゾンが使用する

１本の強く上質な糸を紡ぐように、＜ GEA ＞という歯車が動き

糸として世界から注目を集めています。

はじめると、人が集まり交流し、そこから生まれるさまざまな
アイデアやエネルギーが紡がれていくことで、未来へ向けて強
度のある新しい何かを生み出せるのではと考えています。
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SPACE

築 100 年余りの２棟の石蔵を再構築。

日本のクリエーターとともに作りあげた空間

＜ GEA ＞の建物は、元々山寺地区にあった石造りの酒蔵を、60 年

<GEA#1> 何十年ものあいだ、糸づくりの工場として使われて

前に先々代が寒河江に移築し、紡績、ニット工場として使用してい

いた石蔵の存在感。その長い歴史を受け止め、これからはじまる

た２棟の石蔵です。趣きのある大谷石の壁、梁や柱は当時のものを

新しい状況を示唆するアプローチとして、歴史ある大谷石の壁を

残しつつ、リノベーション。ファッション棟の <GEA #1> とライフ

包み込むようにガラスの壁を設置。ガラス越しに見える大谷石や

スタイル棟の <GEA #2> からなる複合ショップとして再構築しまし

造作物の光や影の反射が空間に新たな表情をつくり出します。店

た。石蔵の残りのスペースには、今後レストランや宿泊施設なども

内には、機織りの音や、川のせせらぎ、鳥のさえずりなど場所に

構想中。

よって異なる音が聞こえてきます。ガラスの壁面に音を反響させ
スピーカーの用な役割をもたせたもの。ディスプレイ什器には、
工場で使われていた紡績機や、
パリや NY. で買い付けたヴィンテー
ジ家具が置かれ、ものづくりの現場を想像させる空間に。趣きの

OFFICE /FACTORY

ある建物に現代のクリエーションがかけ合わさり、斬新ながら心
GEA #1

地よい空間となっています。
<GEA#2 ＞ 工場として使われていた当時の床もそのまま残し、
空間には、古材を含めた木素材を多用。石蔵のもつインダスリア
ルな空気感と相反するリビングのような居心地の良さが混在した

GEA #2

空間に生まれかわりました。

SPACE OUTLINE
店舗面積：

GEA#1
GEA#2

内装設計：

1F 156㎡
1F 164㎡

TYPE SEVEN

音響デザイン：WHITELIGHT

/ 2F140㎡
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GEA #1
世界各国の新鋭のブランドからハイブランドまで、
「作り手」としての目線で選んだファッション / カルチャー / アートの数々が並ぶ
<GEA#1> の１階には、ディスプレイ什器として、工場で使用していた紡績機が象徴的に置かれ、メンズ、レディースともに作り手
としての目線でセレクトしたファッション、アクセサリーが並びます。２階へのぼると、大きく開いた天窓から気持ちのよい光が差
し込み、時の移ろいを感じられる空間に。そこに配置されたガラスの部屋には、ハイブランドの最新ファッション並び、ゆっくりお
買い物をお楽しみいただけます。

BRAND LIST
【Ladies】

BANKER tokyo / BJORG / Frank&Eileen / janessa leone / Kolor / Maison Margiela / MAJESTIC FILATURES
/ MANEBI / Mirit Weinstock / pas de calais / Rag&bone / Raw+ / RickOwens / ROBERT COLLINA / SOFIE
D'HOORE / T by ALEXANDER WANG / TELA / TRANSIT / ursul / yesey

【Men's】

08sircus / ATTACHMENT KAZUYUKIKUMAGAI / BODY GARD / BROWN'S BEACH JAKET / CODY SANDERSON/
EVERLAST / kolor beacon / Maison Margiela / MOBI / OLD JOE / OVADIA&SONS / Rag&bone / SAGE DE
CRET / salvatore piccolo / SMITH&SMITH / SuperDuperHats / Taakk / Transit Uomo

【Goods】
  

COMME DES GARCONS Wallet / COMME DES GARCONS Parfums / Etnia Barcelona Sunglasees / Harman
Opticals CO. / SUNBUDDIES / suzusan
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GEA #2
ものをつくる人、買う人がつながり、地域をつなぐ新しい社交場
生活を彩る国内外で買い付けた家具 / 工芸品 / 日用品 / グロッサリー / ステーショナリー / スキンケア / 本の数々
GEA#2 の広々とした店内には、国内外から買い付けた暮らしを彩るさまざなプロダクトが並ぶ他、地元・山形で活動する作家や、国内外
の気鋭の作家の作品を展示したり、自社の糸を使って手紡ぎや指編みのワークショップなども行っていきます。また、オープンキッチン
が設置され、コーヒーのサービスやお店で展開するキッチンツールなどの実演、フードイベントなども開催予定。年内には、このスペー
スで地元の食材を用いたフードやドリンクを提供するカフェもスタートしていく予定です。寒河江の新しいソーシャルコミュニティス
ペースとして、ヒト、モノ、コトが繋がり、いつも新しい発見があるような、街にひらかれた居心地のよい場を目指していきます。

ITEM
FURNITURE:

地元、山形の家具メーカー天童木工とのコラボレーションで、自社の生地を貼った椅子やソファの他イタリアの老舗
家具メーカー GERVAZONI などを展開。

CRAFT		

店内中央には、地元、山形の作家を中心に、日本各地の工芸品や作家、職人の作品を紹介。

TABLE WARE

食卓が楽しくなるようなカラフルなアイテムから、ヨーロッパを中心に長く愛されつづける日常使いのアイテムなど。

KITCHEN TOOLS

お鍋やカッティングボード、コーヒードリッパーなど使いやすさで選んだ普遍的なデザインのプロダクトを展開。

HEALTH ＆ BEAUTY オーガニックのコットンタオル、ヘアケア、スキンケア、フレグランスキャンドルなど素材にこだわった製品の数々。
BOOK

大きな書棚には、ブックディレクター BACH が、GEA に関わる６つのテーマ「1. 装う / 2. 美しい / 3. 日々の生活 /
4. 毎日の食べ物 / 5. 世界とつながる / 6. 身近なものとつながる」で選書した本が並ぶ。

COFFEE		

地元、山形を拠点に、世界から厳選した豆を仕入れ、自家焙煎しているオーロラコーヒーを販売。
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SHOP DATA
shop name:

GEA（ギア）

address :

991-0053 山形県寒河江市元町 1-19-1

access：

JR 東北新幹線・山形駅より左沢線に乗り換え約 30 分。

		

寒河江駅下車、徒歩 3 分。

opening hours : 11:00 - 19:00
close :		

毎木曜日

tel.:		

0237 86 7730

fax.:		

0237 86 39370

e-mail:		

hello@gea.yamagata.jp

URL：		

www.gea.yamagata.jp

ショップ名の <GEA> とは、糸づくりにかかせない歯車の「GEAR」と、デジタル用語で次の
ステージに進むことを意味する「ギア」から由来します。歯車はどれか一つかけても動かない。
すべてが重要であるという意味が込められています。

※サンプルのお貸し出し、ご取材、撮影などご希望の際はプレス担当までお問合せください。

○ GENERAL CONTACT

○ PRESS CONTACT

GEA

daily press

add：

991-0053 山形県寒河江市元町 1-19-1

tel.：

0237 86 7730

e-mail: hello@gea.yamagata.jp

担当：川村美帆

add：

153-0061 目黒区青葉台 3-5-33

tel.：

03-6416-3201

e-mail: mihokawamura@dailypress.org

