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生産地や倉庫で行き場を無くした残反、残糸、端切れなどを集め、日本のものづくりの技術とクリエー
ションにより、これからの暮らしをリファインする H& by POOL（ハンド バイ プール）。
無駄を作らない、無理をしないものづくり。そして、着る人と作る人を繋ぎ、生産背景も丁寧に紡ぐ
ことで、失われゆく技術を守り、伝統をかたちにしていく。POOL* の新しい取り組みが始まります。

手ざわりとは作り手の気持ちが伝わるということ。
その気持ちは使う人を温かく包み時を重ねていく。そういう物をお届けしたい。　

minä perhonen デザイナー 皆川明（H&by POOL、POOL 監修）

【配信元】　デイリープレス　東京都目黒区青葉台 3-5-33　川辺ハイツ 1F　t. 03-6416-3201 naotakegata@dailypress.org www.dailypress.org

＊「POOL」とは、大量に生産される素材や、ものづくりの過程で発生するハギレ・端材などを使用し、さまざまな企業・
クリエーターとつながりながら、新たな価値のある商品をつくりだす、2015 年にスタートしたイデーの取り組み。
監修は minä perhonen のデザイナー、皆川明氏。オリジナルデザインの生地による服作りを行う皆川氏は、国内外
の生産地と連携し、素材や技術の開発に力を注ぎ、流行にとらわれないデザインとものづくりを行っています。



岐阜県の機屋倉庫で残反として
余っていた生地を使用。透け感
のあるレーヨン生地で、黒地に
赤いチェック柄が織られている。
歩くたびにふわりとなびくギャ
ザーたっぷりボリュームのある
巻きスカート。

山形県内の老舗紡績・ニットメーカー
の倉庫で長らく行き場を失っていた
残糸を使用して制作したタートル
ネックセーター。ローゲージでざっ
くりと編まれており、保温性も優れ
ています。

静岡県内の機屋倉庫で使われず眠ってい
た反物に、染色を施したコーデュロイジャ
ケットとストレートパンツ。ユニセック
スで着用可。

ワンピース シャツ ブラック　￥35,200
サイズ：着丈 123、バスト 115、肩幅 48、袖丈 51.5 (cm)
カラー＆素材、材質：ウィンドペンブラック（毛、ポリエステル）／ブラック（毛、絹、ナイロン、
ポリウレタン）／チャコール（ポリエステル、ウール）／ライトグレー（ウール、ナイロン、ポ
リウレタン）／ネイビー（毛）

ウールタートルネックセーター　￥19,800
サイズ：着丈 65、バスト 116、肩幅 53、袖丈 45　　
天巾 22、裾巾 50 (cm)
カラー：グレー／ネイビー
素材、材質：ウール 100%

デニム ワイドパンツ　￥25,300
サイズ：ウェスト 72（ゴム伸ばした場合 93）、ヒップ
150、股上 29、股下 61.5、裾 34.6、わたり巾 43.5 (cm)
素材、材質：コットン 100%

エプロンドレス　￥19,800
サイズ：着丈 115（切替下からの丈 97）、バスト 109、
袖ぐり 56.5 (cm)
カラー＆素材、材質：ライトグレー（ウール、ナイ
ロン、ポリウレタン）／チャコール（ポリエステル、
ウール）／ネイビー（ウール）

ウールカーディガン　￥17,600
サイズ：着丈 60、バスト 128、肩幅 54、袖丈 49 (cm)
カラー：グレー／ダークグリーン／ペールピンク／
ブラック
素材、材質：ウール 100%

ウールセーター　￥15,400
サイズ：M・L
カラー：アイボリー／バーガンディー
素材、材質：ウール 100%

ギャザーワンピース　￥38,500
サイズ：着丈 123、バスト 100、肩幅 43、袖丈 45.5 (cm)
カラー：ブラック／ネイビー
素材、材質：毛 100%

コーデュロイジャケット　￥38,500
サ イ ズ： 着 丈 57、 バ ス ト 116、 肩 幅 53、 袖 丈
52.5 (cm)

コーデュロイパンツ　￥28,600
ウェスト 70（ゴム伸ばした場合 103）、ヒップ 120、
股上 29.5（ベルト巾 3.5cm を含む）、股下 64.7、裾巾
22、わたり巾：37.8 (cm)
カラー：ネイビー／チャコール
素材、材質：綿 100%

ギャザースカート　￥30,800
サイズ：着丈 93、ウェスト 98、ベルト
の長さ 302、ベルト巾 2、裾囲 412 (cm)
カラー：ブラック × レッドプレイド
素材、材質：レーヨン 100%

ウールセーターベスト　￥15,400
サイズ：着丈 72、バスト 104、肩幅 53、袖丈 48、天巾 21、裾巾 52 (cm)
カラー：グレー／ネイビー／ウィンターグレー
素材、材質：ウール 100%

ワイドパンツ　￥28,600
サイズ：ウェスト 70（ゴム伸ばした場
合 93）、ヒップ 120、股上 34（ベル
ト巾 4cm を含む）、股下 61、裾巾 35、
わたり巾 39.3 (cm)
カラー＆素材、材質：ブラック（ポリ
エステル、レーヨン、毛、ポリウレタン）
／ネイビー（毛）
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人と人がつくる。

ものづくりに心を込める。

誰かの助けになる。

失われゆくものを守る。

つくり手にも、使い手にもしあわせを。

手から手へ、想いを届ける。

伝統をかたちに。

「H& by POOL」は下記で販売をしております。

【イデーショップ オンライン】
https://www.idee-online.com/shop/features/149_hand.aspx

【POP UP 開催中！】
2021 年 10 月 1 日（金）～ 10 月 24 日（日）イデー トウキョウ
　　　　　 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内 1-9-1 JR 東日本東京駅改札内
　　　       グランスタ東京 B1F スクエアゼロエリア 48 番 tel.03-5224-8861

2021 年 10 月 29 日（金）～ 11 月 15 日（月）イデーショップ 自由が丘店
                〒 152-0035 東京都目黒区自由が丘 2-16-29 tel.03-5701-7555

2021 年 11 月 18 日（木）～ 11 月 30 日（火）イデーショップ 六本木店
                〒 107-0052 東京都港区赤坂 9-7-4 D-0316 東京ミッドタウン Galleria 3F tel.03-5413-3455

【Contact】

ご質問、取材や掲載等に関するお問い合わせは、下記までお問い合わせください。

プレス担当：竹形 尚子／デイリープレス　
t. 03-6416-3201   090-1531-6268  
naotakegata@dailypress.org

の「H」


