
tamaki niime



この地に生活する人として 

何ができるかを考え行動したら

今のカタチになりました。 

偽りのない本物を

どこまでも追求し 

創造を精一杯愉しみながら。
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tamaki niime
ものづくりへのこだわり

少量生産で 彩り豊かなもの

やわらかく 着心地のよいもの

唯一無二のもの

Only One のものづくりで

日々の暮らしが豊かになれば

と願っています。
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織  -Weaving-

やわらかく 多彩で 見たことがないもの

tamaki niimeの原点となる織では、

今はもう使われることが少ない1960 年代の力織機や1980 年代製のレピア織機を使い、

できる限りゆるく織っていくことで、空気をまとったような生地を生み出しています。

tamaki niime
ものづくりの現場
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編  -Knitting-

気持ちよく あたたかいもの

昔ながらの丸編み機を使い、

ゆっくりと空気を含みながら生地を編み上げていくことで

ふわりとした着心地の良い生地ができていきます。
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染  -Dyeing-

少量多彩で自由なものづくり

播州織の特徴である先染め。

分業で行うことが多い染めも、tamaki niime では自社で行い、

私たちがほしい色を私たちの方法で研究しています。

二度と出せない色のパターンを創り出すことで、

世界に一つしかない作品になっていきます。
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縫製  -Sewing-

創造を 形づくる

思考を創造し、新たなパターンやサンプルを形にしていく縫製。

日々 の作品の縫製、お直し、改良もスピーディーに行い、

Shopに作品が並んでいきます。
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洗い・仕上げ・検品  -Washing / Inspection-

水、風、光 と 人の手 によって

洗いにかけられ、風や自然の光を受けて、ふわりと軽くなる

tamaki niime fabricたち。チェックを受け、Shop へ並びます。
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クリエーション  -Creation-

限界のない 自由な クリエーション

tamaki niime では、

所属や年齢の垣根を超えて、クリエーションできる環境があります。

普段、どの仕事をしているスタッフでも、アイデアを提案でき、

形におこせるクリエーションチームが実際にサンプルをつくり、完成品にしていきます。

そのため、アイデアが作品になるまでが早く、

お客様のご要望やご意見も取り入れながら、作品づくりに素早く生かすことができます。



11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

18

19 20

1: 4C maru t LONG SLEEVES / 
2: print shawl MIDDLE / 3: basic chotan 
skirt navy / 4: nica pants HOSO / 
5: shirts / 6: tarun pants LONG / 7: wide 
pants SHORT / 8: luzu pants / 
9: fuwa-T ALL / 10: basic fuwa-T LONG 
gray / 11: 360°2 / 12: suton-T LONG / 
13: suton-T SHORT / 14: powan skirt 
SHORT / 15: roots shawl BIG / 
16: sakasama 2 / 17: zengo 1 / 18: nuime
くる hoso / 19: fuwa-T HALF SLEEVES / 
20: roots shawl MIDDLE

Works
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21

22

23
24

25

26

27

28

29 30
31

32

33

34

35

36

37

21: めがね用 (deniime) / 22: nibo / 23: bakan / 
24: de エプロン / 25: HACO bag / 26: boso 
LONG / 27: boso SHORT / 28: boso SHORT / 
29: basic クシュエプ khaki / 30: バネック / 31: 
あたまき / 32: あたまき / 33: びじねす bag /
34: しょるぽ小 / 35: しょるぽ大 / 
36: つうちょう用 / 37: めいし用
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色とりどり ひとつしかない作品たち

川や緑に囲まれた Shop では、

世界でたったひとつのショール、ウエアが並びます。

広い店内では、直営店ならではのカラーバリエーションの中から

お気に入りのものをお選びいただけ、

随時、新作や期間限定の作品も登場します。

Open : 11:00~17:00 

Closed : 月・火曜日
 

他、百貨店やイベントでの催事、
卸先のお店での展示会などを行っています。

イベント、催事、展示会については tamaki niime HP を御覧ください。 
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tamaki niime の 食

自然の恵みをいただく

身体にやさしいお野菜を使ったお料理と、

おいしい珈琲のあるひとときを。

自然が感じられる、明るく開放的な空間で。
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tamaki niime の 畑 

自然とともに生きる

播州の地、先人は織物と作物を育て、生活を営ん

でいました。 tamaki niime も、昔にならい、綿花

を育て、自然豊かな環境を皆と感謝していきたい。

そして、日本中に コットン畑 がひろがり、素材

から made in Japan にできればと願っています。

野菜や niime 米の無農薬栽培も行っており、安心

して食べられる食物づくりを目指しています。
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Information

event

 niime 三昧  ※現在お休み中

 tamaki niime の創造を見学していただく時間と、

 畑で採れたお野菜で創る tamaki niime の昼食を食べる時間。

 そんな、わたしたちの生活を余すことなく共有していただく

 三昧なひととき。

 コシラエ会  ※現在お休み中

 ものづくりの面白さを Lab スタッフと愉しむ集い 。

 毎月祝日  ※ご予約優先

〒677-0037　兵庫県西脇市比延町 550-1 

Tel: 0795-38-8113     Fax: 0795-38-8135

Open : 11:00~17:00 

Closed : 月・火曜日

HP    https://www.niime.jp

facebook     tamaki niime

instagram  ＠tamakiniime

  ＠staff.account

  ＠tamakiniimeworks

tamaki niime Shop & Lab




