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コットン 糸

コーンアップ織 or 編

かせ上げ 染

裁断 洗い

縫製 仕上げ・検品 出荷・販売ひも通し

タマスクができるまで

※これに織柄のデザイン、マスクのデザインが加わります

タマスク

今や必需品となったマスク。
布マスクも一般的になり、選択肢も広がりました。
カラフルで明るい毎日を送ることができる

tamaki niime のタマスクは
いろんな人の元へ届いています。

vol.2特集

タマスクをいろいろ選べるページはこちら

タマスクをいろいろ選べるページはこちら

タマスク

ふわふわ、やわらか、
着け心地がいい、
色とりどりで
気持ちが明るくなる、
紐が痛くない、
何度も使える、
マスク生活が楽しくなる、
タマスクは
そんなマスクです。

さらに、紐にもこだわり、タマスクには耳が痛くなりに
くいウーリースピンの紐を使っています。紐の長さも調
整できます。ウーリースピンの紐はナイロンなので、
cotton100%で自社で紐を編めないかと開発したのが、
ふわっタマスクなどで使っているタ
マひもです。カットソー生地で他に
ないやわらかさ。長さ調節もしやす
くなりました。※現在、直営店での
みの販売となります。

タマスク
¥2,000

一番基本のマスク。
裏はカットソー生地
でやわらか。

にっタマウス
¥2,000 (CHILD ¥1,000)
コットンニットマスク
の薄手のもの。

CHILD もあります。

ふわっタマスク
¥2,500

ノーズワイヤー付きの
リバーシブルマスク。
サイズ1と2があります。

しろタマ
¥2,000

涼しげな白と生成りのタマスク。
基本はタマスクのカタチ、
紐はタマひもです。

botamask!
¥4,500
天然染めの

リバーシブルマスク。
ノーズワイヤー付きです。

with タマ
タマスクとウエアや
小物のセット。

着こなしに統一感が
出ます。

タマひも
¥200

カットソー生地でつ
くったマスクのひも。
タマスクにつけても◎

ふわっタマうす
¥2,500

暑さ軽減を目指し、
ふわっタマスクが
薄くなりました。

にっタマウス

ふわっタマスク 1

ふわっタマスク 2

botamask!

ヘアピンでも
通せるよ♬

タマひもの端は
玉結びにするのが
オススメ！！

とおす
ひっぱる

① ②

玉結び
とおす

③ ④

ギュッと結ぶ！

⑤

タマスクはウーリースピンの紐なので、
tamaki niime のカットソー生地の紐「タマひも」に

交換することもできます！

※タマひもは数に限りがあるため、
現在は直営店でのみの販売となっております。

※ふわっタマスク 2と botamask! は同じ大きさです。

女性 2名と男性 1名で大きさ比較をしてみました。
どれも顔にフィットするようにつくっているので、

結局は好みなのかもしれませんが…。

よく問い合わせがあるタマスクの洗い方。
正しく洗って長く使っていただけたら嬉しいです！

基本は、網目の細かい
ネットに入れて、洗濯機
で普通洗い！
これが１番ラクで品質を
保てます。

いろんな種類が登場しているタマスク。
いろいろありすぎてよくわからないと思うので、
今発売しているものを簡単に紹介いたします。

＋

元々、肌ざわりの良さ、着心地の良さを追求していた
tamaki niime。顔につけてもやさしい生地は、一般的な
不織布マスクとは着け心地が違います。

Shop に併設されている Lab では、染、織、編、縫製が一
貫して行われています。
織の工程では、年代物の織機を使い、さらにその織機の限
界までゆるく織ることができるよう、密度と速度を調整し
ています。ゆっくりと密度を上げずに織ることで、空気が
含まれたようなふんわりした生地になります。

そんな工程を経てでき
あがった生地は、裁断
されて、刺繍が施され
ます。

ジャガードの生地も！
複雑な動きができる
ジャガード織機で織ら
れ、ロゴ模様が入りま
す。

最後に縫製チームでマスク
に仕立て上げられます。
タマスクやふわっタマスク
はどれも顔に沿うようなデ
ザイン。ま～るく仕上げら
れます。このま～るくする
のが大変！かなり縫製泣か
せのデザインになっていま
す。自分たちで自分たちの
首を締めていますね。

簡単なマスクの縫製方法はい
くらでもあるのですが、着け
心地が良く、誰でもフィット
するものを届けたいという想
いを込めています。

tamaki niime では何年か前から、布製マスクをつくる計画
がありました。なかなか製品化まで至っていなかったのです
が、マスクの需要の高まりにより再度デザインを検討。偶然？
スピーディーに良いカタチができ、不織布マスクが不足する
中、皆さまに早い段階
でお届けすることがで
きました。
暗い雰囲気の世の中を
少しでも明るくできた
ら！とタマスクづくり
に取り組みました。

つくるのがややこしいカタチにしてしまったわ～
と言っていたデザイナー

botamask! を愉しむ染チーム

tamaki niime で一番最初に誕生したマスク。表にステッチが
あり、一般的なマスクに近い、マスクらしいマスクです。
紐はウーリースピン。平紐でやわらかく、耳が痛くなりにく
いもの。ちょうちょ結びにして長さを調節できます。ウーリー
スピンの紐はアイロンを当てると溶けるので注意！
初期のタマスクは表が織生地ではなく、裏毛カットソーの編
生地で今よりずいぶん分厚いものでした。より快適に、色バ
リエーションも出すために織生地にしていきました。
deniime 生地で de タマスク
もつくっていました。deタマ
スクはいつか復活するかも？
しれません。復活しなかった
らごめんなさい。

寒い時期にできた tamaki niime 初のニットマスク、にっタ
マスク。暑くなってきたのでもっと薄いマスクをと、8重ニッ
トのにっタマスクから、2重のにっタマウスをつくりました。
ウスは「薄い」のウスです。2枚の生地の間にフィルターも
入れられます。お子さん用マスクの需要もあり、CHILD も
作成。親子で愉しんでいただ
けると嬉しいです。紐もカッ
トソー生地からつくった「タ
マひも」に。紐が調節しやす
くなり、更に快適になりまし
た。

tamaki niime 初のリバーシブルマスク。表にステッチを施し
ていないため、布と布の間に空間が生まれやすく、息がしや
すいマスクです。片面は刺繍入りボーダー生地、もう片面は
ロゴジャガード生地の構成で、柄や色が違うので、シーンや
気分によって使い分けられます。女性用にサイズの小さいも
のもつくり、ずり落ちにくいようにノーズワイヤーも付きま
した。刻々と変化していく tamaki niime の精神を反映した、
改良を重ねたマスクです。
下に穴がありますが、不良品
ではありません。縫製でくるっ
とひっくり返すときに必要な穴
なのですが、お好みでハーブな
ども入れていただけますよ。
紐はタマひもです！

ふわっタマスクを薄くした、ふわっタマうすができました！
写真ではほぼわからないですが、生地が綾織から平織になっ
たことで、空気が通りやすくなっています。綾織はボトムス
に使う少ししっかりした生地、平織はトップスに使っている
軽やかな生地です。ふわっタマスクの布と布の空間ができや
すいという特徴をそのまま受け継ぎ、息がしやすく、顔に張
り付きにくいマスクになっています。tamaki niime 的暑さ軽
減マスクです。ポリエステル製などの冷感マスクとまではい
きませんが、コットン 100%で
できることを突き詰めました。
もちろん、サイズ1と2の2展開、
ノーズワイヤー付き、タマひも
という点は変わりません。

tamaki niime の染チームが 1点 1点染め上げる天然染めのマ
スク。藍やログウッド、槐（えんじゅ）、コチニールなどの
天然染料を使用して、色を混ぜ合わせたり、絞りや型染めで
柄を表現したりしています。生地を織ってから染める後染め
と、糸を染めてから織る先染めがあり、先染めは他のマスク
と違いがわかりにくいかもしれませんが、れっきとした天然
染めマスクです。タマひもも天然染めの糸を使って編んでい
ます。カタチはふわっタマスクと同じで、リバーシブル、ノー
ズワイヤー付き。サイズは通常サイズ（ふわっタマスクの
size2）の展開のみです。藍染
や草木染が好きな人、他にな
いマスクを探している人に選
ばれています。 ※洗濯時は色
落ち、色移りに注意。

色物が使えない場面でも使えるマスクがほしい！という声か
ら生まれた白ベースのタマスク。接客の現場だったり、冠婚
葬祭のシーンでも使えるマスクできました。もちろん、裏も
白ベースです。白と生成りをつくりました。ベースのカタチ
はタマスクなのできちんと感
は残しつつ、紐はタマひもな
ので、全て cotton100%とい
う嬉しいつくり。見た目にも
清潔感と爽やかさがあります。

【現在、Online Shop では sold out。数量が限られているため、
直営店でのみ販売しています。】
ふわっタマスクなどに使用しているタマひもの交換用です。
タマスクはウーリースピン紐
なので、付け替えるのもオス
スメ。市販のマスクや他ブラ
ンドの布マスクにも、通すと
ころの大きさが合えば付け替
えてもらえるかもしれません。

「fuwa-T LONG with タマスク」 から始まり、「染あそび with 
botamask!」や「boso LONG with にっタマウス」など、い
ろんな組み合わせの「with タ
マ」をつくってきました。マ
スクが必需品となっている昨
今、マスクはファッションの
一部になりつつあります。
ファッションに統一性がある
とその日の気分もなんだか上
がります。そんなちょっとし
た嬉しさを追い求めたシリー
ズです。

NEW

ニットマスクは
ホールガーメント
で編まれています。
ホールガーメント
は大手企業も使用
する無縫製ニット
の機械。普通は同

じ色の糸を使い、ずっと同じものをつくり続ける機械なので
すが、tamaki niime はイッテンモノ。同じ柄でも色を毎回
変えていますし、柄もたくさん用意しています。

直営店のみで販売

新情報！

①

干すときは、ボーダーの
ラインに沿うようナナメ
にパンパンしながらカタ
チを整えて干してくださ
い。

これだけです！
手洗いをするとゴシゴシしてしまって、逆に繊維が毛羽立って
しまう恐れがあります。汚れが目立つところは洗濯機に入れる
前に部分洗いの洗剤をつけてもらうといいかもしれません。
干すときにカタチを整えればアイロンがけは必要ありません。
快適でラクチンなタマスクライフを送りましょう！

※botamask! は色落ちや色移りの恐れがあるため、できるだけ単品洗いで。
　他の衣服と一緒に洗う場合はご注意ください。
※ウーリースピンの紐は、アイロンで溶けるためご注意ください。

②

こんなときだからこそ、日
頃お世話になっている方た
ちにお中元としてタマスク
を贈れないか？と tamaki 
niime は思い立ち、タマス
クお中元セットをつくりま
した！マスクをお中元で贈
るなんて、きっと今年しか
できない体験でしょう。
お中元でタマスク、いかが
ですか？
近日情報を公開いたします！

https://www.niime.jp/online/item.html?cat=15&id=196
https://www.niime.jp/online/item.html?cat=11&id=222
https://www.niime.jp/online/item.html?cat=15&id=218
https://www.niime.jp/online/item.html?cat=15&id=239
https://www.niime.jp/online/item.html?cat=6&id=217
https://www.niime.jp/online/item.html?cat=15&id=237
https://www.niime.jp/online/item.html?cat=15&id=234
https://www.niime.jp/online/item.html?cat=28&id=226
https://www.niime.jp/online/category.html?id=17
https://www.niime.jp/online/category.html?id=17



