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色絣麻スラブ /ホワイト

４月
発売

４月
発売

５月
発売

色絣麻スラブ /ブルー色絣麻スラブ /ブルー

手もみ麻 [ 色絣麻スラブ ]

色絣麻スラブ ボタンダウン 26,400 円（税抜24,000 円）AR/22M1BD/A-SI/22BL(KS-13R)

色絣とスラブ糸を加え、表情豊かに仕上げました。センターのみんさー絣がシャープな印象。

AR/22M1BD/A-SI/22W(KS-1R)

色絣麻スラブ /イエロー
AR/22M1BD/A-SI/22Y(KS-2R)

色絣麻スラブ /レッド
AR/22M1BD/A-SI/22R(KS-14R)

素　材：麻 100％
絣位置：センター
衿　型：ボタンダウン
釦　　：貝黒
サイズ：S-3L（サイズ表参照）

色絣麻スラブ マオカラー 26,400 円（税抜24,000 円）
色絣麻スラブ /ホワイト色絣麻スラブ /ホワイト

AR/22M1M/A-SI/22W(KS-1R)

色絣麻スラブ /ブルー
AR/22M1M/A-SI/22BL(KS-13R)

色絣麻スラブ /イエロー
AR/22M1M/A-SI/22Y(KS-2R)

素　材：麻 100％
絣位置：ポケット
衿　型：マオカラー
釦　　：貝黒
サイズ：S-3L（サイズ表参照）

通気性や吸湿・速乾性に優れた

上質な手もみ麻生地。

爽やかな色味にスラブ糸の

立体感と色絣が作り出す絶妙な模様。

1
スラブ糸・・・しっかり撚りのかかった細い部分と、甘撚りの太い部分が交互に現れる糸をスラブ糸といいます。
色　絣・・・・糸を括って何色にも染め分けて作る大変手の込んだ技法で作ります。不規則な色味の変化から美しいニュアンスが生まれます。



麻クズシ /ネイビー麻クズシ /ネイビー

麻クズシ /ブルー

５月
発売

５月
発売

３

麻クズシ /ネイビー

麻クズシ /ブルーグリーン 麻クズシ /パープル

４

４月
発売

４月
発売

手もみ麻 [ 麻クズシ ]

通気性や吸湿・速乾性に優れた

上質な手もみ麻生地。

シャリ感と深みのある発色が魅力です。

麻クズシ ボタンダウン 26,400 円（税抜24,000 円）AR/22M1BD/A-K/22NY(KS-4R)

アレンジしたクズシ織は色味も美しく、上品でありながらも個性ある 1着です。
AR/22M1BD/A-K/22BL(KS-13R) AR/22M1BD/A-K/22BG(KS-3R) AR/22M1BD/A-K/22PL(KS-5R)

素　材：麻 100％
絣位置：ポケット
衿　型：ボタンダウン
釦　　：貝黒
サイズ：S-3L（サイズ表参照）

麻クズシ マオカラー 26,400 円（税抜24,000 円）

麻クズシ /ネイビー
AR/22M1M/A-K/22NY(KS-4R) AR/22M1M/A-K/22BL(KS-13R) AR/22M1M/A-K/22PL(KS-5R)

素　材：麻 100％
絣位置：ポケット
衿　型：マオカラー
釦　　：貝黒
サイズ：S-3L（サイズ表参照）

麻クズシ /ブルーグリーン麻クズシ /ブルーグリーン
AR/22M1M/A-K/22BG(KS-3R)

麻クズシ /ブルー 麻クズシ /パープル

2 クズシ織・・・縦糸緯糸を織る際にわざと不規則にしてずらして織る技法。網代織やヤシラミともいわれ、織物に立体感と深みがでます。



細 縞 / ブラック細 縞 / ブラック

細 縞 / ブラック

細 縞 / ブラック細 縞 / ブラック

細 縞 / ネイビー細 縞 / ネイビー

手もみ麻 [ 細　縞 ]

通気性や吸湿・速乾性に優れた

上質な手もみ麻生地。

シャリ感が魅力です。

細　縞 ボタンダウン 26,950 円（税抜24,500 円）AR/22M1BD/A-ST/22BK(K2S-8R)

シンプルな細縞の生地にセンターポイントと左サイドスリット部分のみんさー絣が引き立ちます。

AR/22M1BD/A-ST/22BK(K2S-8R)

細 縞 / ネイビー
AR/22M1BD/A-ST/22NY(KS-4R)

素　材：麻 100％
絣位置：センターポイント・左サイドスリット
衿　型：ボタンダウン
釦　　：貝黒
サイズ：S-LL（サイズ表参照）

AR/22M1M/A-ST/22NY(KS-4R)

５

細　縞 マオカラー 26,950 円（税抜24,500 円）

素　材：麻 100％
絣位置：センターポイント・左サイドスリット
衿　型：マオカラー
釦　　：貝黒
サイズ：S-LL（サイズ表参照）

６

3

細 縞 / ブラック
AR/22M1M/A-ST/22BK(K2S-8R)

細 縞 / ネイビー
AR/22M1M/A-ST/22NY(KS-4R)

手もみ麻・・・繊細なシボ（楊柳）を手もみによって丹念に施して仕上げた麻生地。ナチュラルな質感で、肌との接触面が少ないので
　　　　　　　暑い日でも快適な着心地です。



７

綿 麻 [ ジャガード ]

ジャガード

26,400 円（税抜24,000 円）

ジャガード /ブルーグリーン
AR/21M1BD/B-J/21BG(KS-3R)

素　材：麻 60％・綿 40％
絣位置：サイド（ずらせ絣）
衿　型：ボタンダウン
釦　　：貝黒
サイズ：S-3L（サイズ表参照）

先染め糸を使用し、模様が立体的に
見えるような織り方の「ジャガード織」
絶妙な凹凸が美しく、高級感があります。
黒糸を経糸に配し、上品で落ち着いた色合い。
ずらせ絣をあしらい、更に贅沢に。

通気性や吸湿・速乾性に優れた麻と

扱いやすく肌触りの良い綿の

良いとこどりである綿麻生地。

ジャガード織で華やかに。

ボタンダウン

ジャガード /ネイビー
AR/21M1BD/B-J/21NY(KS-4R)

ジャガード /グレー
AR/21M1BD/B-J/21GRY(KS-1R)

ジャガード /オレンジ
AR/21M1BD/B-J/21O(KS-16R)

ジャガード /イエロー
AR/21M1BD/B-J/21Y(KS-2R)

4 ジャガード織・・・先染め糸を使用し、模様を編みこんで織ります。プリントと異なり生地に厚みが出て模様が立体的に見えるのが特徴です。



８

ジャガード

26,400 円（税抜24,000 円）

ジャガード /ネイビー
AR/20M1BD/B-J/20NY(KS-4R)

素　材：麻 60％・綿 40％
絣位置：サイド（ずらせ絣）
衿　型：ボタンダウン
釦　　：貝黒
サイズ：S-3L（サイズ表参照）

綿麻ならではの綺麗な発色を生かした色合いで
華やかなジャガード織にいたしました。
手の込んだずらせ絣と合わせて
より一層贅沢に仕上げました。

ボタンダウン

ジャガード /パープル

ジャガード /ブルー

ジャガード /オレンジ ジャガード /グリーン

AR/20M1BD/B-J/20PL(KS-5R)

AR/20M1BD/B-J/20BL(KS-13R)

AR/20M1BD/B-J/20O(KS-16R) AR/20M1BD/B-J/20G(KS-3R)

5



気軽に羽織れて幅広い着こなしができる
ピンタックチュニック。
季節に合わせた色や素材で数量限定にて
ご案内しております。
お気軽にお問合せください。

ジャガード ピンタックチュニック

35,200 円（税抜32,000 円）
素　材：麻 60％・綿 40％
絣位置：センタートリプルポイント
釦　　：貝白
サイズ：M-LL（サイズ表参照）

9

ジャガード /パープル
AR/WPTU/Z-2(B-J/20PL)

ピンタックチュニック [ ジャガード ]

通気性や吸湿・速乾性に優れた麻と

扱いやすく肌触りの良い綿の

良いとこどりである綿麻生地。

ジャガード織で華やかに。

ジャガード /ブルー
AR/WPTU/Z-2(B-J/20BL)

ジャガード /ネイビー
AR/WPTU/Z-2(B-J/20NY)

6



幅広い着こなしができるエレガントな
ブラウスジャケット。
季節に合わせた色や素材で
数量限定にてご案内しております。
お気軽にお問合せください。

つづみブラウス JK

35,200 円（税抜32,000 円）
素　材：麻 100％
絣位置：襟・袖
釦　　：貝黒
サイズ：S-3L（サイズ表参照）

10

麻ドビー /パープル
AR/WTBJ/Z-2/(19PL)

つづみブラウス JK [ ドビー ]

通気性や吸湿・速乾性に優れた

上質な手もみ麻生地。立体的な

光沢のあるドビー織。

手織の八重山みんさー絣を

衿と袖に入れて華やかに。

麻ドビー /ネイビー
AR/WTBJ/Z-2/(A-D/19NY)

麻ドビー /ブルー
AR/WTBJ/Z-2/(A-D/19BL)
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〈ピンタックチュニック〉
※ITUYOオリジナル
※ゆったりとしたサイズ感です

■ 定番のサイズ表となります。下記サイズ以外をご所望の際には、お気軽にご相談ください。

※±0.5cm程度の誤差はご了承ください。
“ 八重山みんさー織 ” の商品は、少量生産のため数に限りがございます。ご注文いただきました商品在庫がない場合には、ご迷惑をおかけいたしますが
キャンセルさせていただくこともございます。予めご了承ください。

※ITUYOシャツには全て貝釦を使用しております。1つ 1つ貝をくり抜いて作り出す貝釦は光沢があり、一般的な釦に比べて光に反射し上品に輝くので高級シャツに重宝されています。
　貝釦は熱に強い反面、耐久性が弱く衝撃などを受けると割れが生じる場合がありますので取り扱いにはご注意ください。

パルコシティ

「みんさー商品」をオンラインショップでもご案内しております。
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