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FIRST TO SEE THE LIGHT

ペリノは、あなたの感覚に問いかける初のシリーズです
とても柔らかく、体の線に沿ってミストのように浮きます。
とても軽量で、重さ以上の膨らみが得られます。
とても暖かく、少量で最大の効果を得られます。朝もやのかかったシ
ルエットのように、その服には特徴的な暈のような層があります。ほと
んど毛玉ができません。あなたにずっと寄り添ってくれるでしょう。  
空が魅せる色のように、あらゆる想像力と同じように多彩なもの。  
ペリノは世界で最初で、そしてずとあなたと共に。

日の出が一番早い、地球の端にあるニュージーランドで、私たち
の全ての糸が作られています。ペリノはニュージーランドのブラッュ
テイルポッサムとカシミヤ、メリノ、シルクとの初の混紡糸です。  
中空という独特な形状を備えたこのピュアエアリーな繊維を知っ
てください。





Perino Cirrus 
The highest floating cloud. 
A premium and heavenly yarn  
for serene high-end garments.
40% カシミヤ
(または、40% ACGAカシミヤ) 
40% ブラッシュテイルポッサムダウン 
20% シルク 
28/2Nm, 36/2Nm.

Perino Alto
A reflective cloud.
A responsible yarn for  
sustainable luxury.
70% ZQメリノ
30% ブラッシュテイルポッサムダウン
28/2Nm.

Perino Nimbus
A cloud filled with promise.
A diversifiable yarn for top-end  
luxury and warmth.
65% ファインメリノ
または、65% ZQメリノ
25% ブラッシュテイルポッサムダウン
10% シルク
2/18Nm、2/28Nm、2/36Nm

YARN BLENDS

糸の手触り、そのタッチの軽さ、ブラッシュテイルポッサム繊維の
驚くべき暖かさ。ペリノのすべてが贅沢を演出します。
ペリノはあなたのアパレルラインに贅沢な軽さと魅力的な柔らかさ
を与え、明確で高い価値を与えてくれるでしょう。

私たちWoolyarnsの原料チームは、オーストラリアカシミヤ協会（ACGA）の
カシミヤとZQメリノの両方のソースを確保しています。

バルク注文の場合、Cirrus糸はACGAカシミヤを使用して紡糸でき、Nimbus糸はZQメリノを使用して紡糸できす。 
ACGAカシミヤ又はZQメリノ繊維のいずれかを使用すると、完全にトレーサブルなサプライチェーンと、動物福祉、環境ケア、
およびサステナビリティにおける最高基準の保証を提供します。



粗い毛を除去し、細い綿毛のみを残した
もの。標準のポッサム毛と比較して、平均

繊度が2ﾐｸﾛﾝ細くなります。

ブラッシュテイル ポッサム ダウン



INSPIRED COLOURS

スカーレットオレンジ、大胆なブルー、広がりを抑えた優雅なピンク、
活気溢れるモーブが楽しみの表情を。伝統的なアーシーな色目のエ
ネルギッシュな緑、雰囲気のあるピンクグレー、さび色のヘーゼルがま
た別の奥深い表情を。一日の始まりから終わりまで、その明るさを、
穏やかにパレットに収めました。

perinoyarns.comのサイトでフルカラーの範囲を閲覧することができます。

世界的な色のトレンドと自然からのインスピレーションを受けて、
ペリノのカラーパレットは素晴らしい表情を約束します。





軽量のインシュレーション
ブラッシュテイルポッサム繊維の中空構造により、繊維がより多くの空
気を包み込みます。 空気は熱を伝えにくいため、繊維と繊維の間
に包み込んだ空気が多くなるほど、着る人にとってより暖かいものとな
ります。

独立した試験において、ペリノの編地は同じ重量と構造で編まれた
メリノだけの編地より50% 暖かく、またカシミヤだけの編地より35% 
暖かいことが分かりました。

PERINO YARN ATTRIBUTES

ペリノ糸の独特な特性を発見してください。
ブラッシュテイルポッサムの繊維をブレンドすることで実現した高い
価値は、ファッションデザイナーにとって無限の可能性を生み出します。



高いパフォーマンス
ブラッシュテイルポッサムの繊維は、テーパード繊維であり、その先端は約
1 – 2ﾐｸﾛﾝです。 これはCSIRO が「チクチク」を引き起こす原因と示す
30ﾐｸﾛﾝをはるかに下回っています。

低ピリング
ペリノ使用生地は非常にピリングしにくいです。
これは、個々のブラッシュテイルポッサム繊維の構造によるものです。
メリノやカシミヤのような他の繊維のギザギザな表面構造と比較して、ブ
ラッシュテイルポッサム繊維のスケールはより丸みを帯びています。
これにより、個々の繊維をつかまえて毛玉を作るのではなく、互いの上で
滑らせることができます。

通気性
メリノ繊維とポッサム繊維の両方は、内側での水分保持をするコルテック
スと、外側での撥水性のあるキューティクルからなる複雑な構造をしてい
ます。 汗は液体に凝縮するのに時間がかかり、着用者をより快適に保
つと同時に、繊維は外側で自然に水をはじきます。

抗臭
メリノは、臭いの蓄積に対して強い自然の抵抗力 
があるとみなされています。



 

ペリノ糸は、製品に常に革新をもたらしてきた技術的専門知識を持つWoolyarnsによって生産されています。
ニュージーランドのブラッシュテイルポッサム繊維は1992年に会社に持ち込まれました。 
その後、Woolyarnsは最先端の機械で商業的にメリノ/ポッサム糸の紡績を開始しました。
Woolyarnsは、ブラッシュテイルポッサム糸のパイオニアとして、お客様に最高品質の原材料を提供するべく、 
今も革新を続けています。

ペリノ糸の進化

デザイナーの為の『次代の革新的な糸』。 ニュージーランドのブラッシュテイルポッサム繊維は、 
他の繊維に類を見ない特性を有し、国際市場に新しい要素をもたらします。
現実離れした柔らかさと軽さと共に、この糸はウェット仕上げの後に独自の『ハロー効果』をもたらし、 
色調の見栄えを良くします。 新しいものを探しているデザイナーにとっては真のポイントです。

スーパーファインメリノ
メリノ繊維は優れた水分管理と形状保持を備
えており、この特殊繊維は弾力性があり、驚くほ
ど豪華です。当社のメリノ繊維はニュージーラン
ドとオーストラリアの信頼のおけるサプライヤーから
調達されています。15.5ﾐｸﾛﾝの超微細であり、
優れた柔軟性と快適性を提供しています。

マルベリーシルク
弊社の専属チームは、シルク誕生地である中
国から最高級グレードの糸であるの11ﾐｸﾛﾝの
マルベリーシルクを贅沢に加えています。個々の
マルベリーシルクの特徴的な三角構造は、どこ
にも譲らない光沢を提供します。

ブラッシュテイル ポッサム ダウン
私たちの高級なブラッシュテイルポッサム繊維
は、ニュージーランドの決まった少数の地域から
慎重に収集されます。その後、特別に作られた
精毛技術を用いて、繊維を9回精毛します。こ
れにより得られる超軽量で丈夫な繊維は平均
16ﾐｸﾛﾝであり、各ブレンドに新しいユニークさと
柔軟性を加えます。

ZQ メリノ
当社のZQメリノは、完全にトレーサブルなサプ
ライチェーンとして知られている、信頼できかつ国
際的に認知されているサプライヤーであるThe 
New Zealand Merino Companyから供
給されています。この素晴らしいプレミアムな天
然繊維は、あらゆるブレンドに対して最適であ
り、動物福祉、環境保全、サステナビリティの分
野で最高レベルの基準を満たしています。

カシミヤ
Woolyarns社の専用ソーシングチーム
は、15.2ﾐｸﾛﾝのモンゴルカシミヤ繊維を確保す
る長期的な関係が確立しており、最高級のブ
レンドでのみ使用されています。

ACGA カシミヤ
オーストラリアのカシミヤ栽培者協会（ACGA）
と提携することで、オーストラリア産の高級で珍し
い天然カシミヤ繊維を当社の最も優れたプレ
ミアムブレンドに加えることができます。この感触
かつ軽くて暖かい繊維には、私たちの糸に活力
を与える独特な光沢があります。
動物基準の透明性、社会的および環境への
影響は組織によって重要であり、プロモートされ
ています。さらに、さらに、繁殖と遺伝学的管理
はサプライチェーン全体でのトレーサビリティを提
供し、最高のフリースのみが選択されています。





ステップ1： 
Loading 

ペリノ布でドラムの半
分を埋めます。
例えば、25kgの機械
の場合は、12.5kgの
編物が必要です。
必要に応じてフィラー
を使用して下さい。

ステップ2： 
Wash cycle 

機械を動かさずに高
水位、35～40℃（最
大）、で少量の石鹸
に浸します。 2～3分
間洗浄し、次に水を
2～3分間抜きます。 
毛が開くことを確認
し、必要に応じてステッ
プを繰り返します。

ステップ3：  
最初のすすぎサイ
クル 
機械を動かさず高水
位、冷水で2～3分間
洗浄します。
水を2～3分間抜き
ます。
 

ステップ4：  
2回目のすすぎサイ
クル 
機械を動かさず、中程
度の水位、少量の柔
軟剤を加えます。
1～2分間洗います。
水を垂らして、さらに高
速で6～7分間抽出
する。
 

ステップ5： 
乾燥 

中レベルの熱でタンブ
ラー乾燥します。
ドラムの1/3までとし、
機械に過負荷をかけ
ないでください。
ペリノの編地が乾燥し
やすいよう、空気をた
っぷり与えます。

ペリノの仕上げ

ペリノのニットは、サイドローディングまたはフロントローディング可能なプログラム化
できる洗濯機で洗い、起毛することができます。仕上げは糸の本数とねじれ、色、
ブレンド中のブラッシュテイルポッシム繊維の割合、ニット構造、洗濯機のタイプおよ
び水の硬度によって異なります。

ガイドライン
完全にプログラム可能な洗濯機での洗い、および起毛には、次の推奨手順に従ってください。
大量に仕上げる前に、ファブリックの一片でテストをし、結果を確認して下さい。 
通常よりも編み目の長さが20～25％緩い布を編むことが重要です。
これにより、ブラッシュテイルポッサム繊維が布の表面に開くことが可能になります。 
www.perinoyarns.comのサイトでより多くのことがわかります。







サステナビリティなペリノ

ペリノは、ニュージーランドのブラッシュテイルポッサム繊維を使用してWoolyarnsが作った紡毛糸の
コレクションです。 ニュージーランド・ブラッシュテイルポッサムは、NZ原産の野生動物ではなく外来種です。
彼らは本来のNZ生態系に害を及ぼすため、保護プログラムが不可欠です。

製品
Woolyarnsは、最高品質の原材料のみを供給して、高級なペリノ糸を生産しています。
ニュージーランドのブラッシュテイルポッサム繊維は、厳選られた少数の地域から、年間の特定の時期のみ
集められます。 この独特な繊維を使用して作成された大変豪華な糸は耐久性があって高性能である
為、ペリノ製の衣類は10～20年間着続けることができます。 全てのペリノ糸は人間と環境の保護を念頭
において作られており、有害な化学物質は使用せず、欧州連合（EU）のREACH基準を満たしていること
を保証します。

自然保護
環境保護プログラムを支援し、ブラッシュテイルポッサムによって被害を受けた土地や野生動物を保護する
ことは、Woolyarnsにとって重要です。 ブラッシュテイルポッサムはニュージーランドに導入された種であり、
非ネイティブの人口は、生態系のバランスを維持する天敵が不足しているため、驚異的な割合に達してい
ます。 ニュージーランド保全省（DOC）とニュージーランド毛皮協会（国際毛皮貿易連盟のメンバー）との
緊密な連携により、ニュージーランドのブラッシュテイルポッサムは倫理的に管理されています
覚書は、毛皮の回復のために保健省の指定した地域で、認定されたハンターが捕獲することを許可してい
ます。ブラッシュテイルポッサムの管理は、本来の野生生物の増加や、ニュージーランドの絶滅の怖れのある
鳥類の保護など、自然遺産保護解決策の１つです。

ブラッシュテイルポッサム繊維の調達
Woolyarnsとニュージーランド毛皮協議会は、ブラッシュテイルポッサム毛皮の回復と捕獲基準の継続し
た改善に取り組んでいます。 ニュージーランドの捕獲基準は、国際家畜捕獲基準（AIHTS）に関する合
意に記載された基準に準拠しています。 さらに、すべてのハンターおよび捕獲者は、1999年の動物福祉
法を含む全てのニュージーランドの法律および政府規制に従わなければなりません。



History
Woolyarnsの紡績は、半世紀以上にわたって行われています。 ウール産業の町 ヨークシャー
州で生まれたコリン・ウッドは、1920年に実習を始め、1939年にニュージーランドへ移住しまし
た。 5年後、彼はのちにWoolyarnsの前身となる羊毛紡績工場を始めました。 1965年か
ら、コリンと息子のピーターとジムは、顧客仕様の紡毛糸を作ることで知られるようになりました。 
以来、同社は新しいブレンドと製品を提供し、国際的に拡大しています。
 
 
Woolyarnsについてもっと知りたい方は：woolyarns.co.nz/about/history

THE MILL BEHIND PERINO

Woolyarns は革新的なニュージーランドの紡績会社です。
糸のエンジニアとして、私たちは仕事に精密さ、情熱、そして創造性をもたらします。 
私たちは発見することが大好きです。 私たちは、私たちが得た知識をフルに活用し、新しいことに向き合います。 
私たちは絶え間なく新しい技術に挑戦し、私たちのアイデアが刺激的な製品を一貫して提供すべく、皆様を鼓舞します。





運用効率
Woolyarnsは、ペリノ糸の生産を通じて、製造プロセスを
継続的に改善するよう努めています。 エネルギーと水の消
費は改善の優先事項であり、毎月分析されています。
都市の下にある天然の地下水貯蔵所であるHutt 
Aquiferは、現地の染色施設へ水を供給していま
す。 水中の化学汚染の地方評議会評価が行わ
れ、Woolyarnsは資源管理法などの法律および政府の
規制をすべて遵守しています。 Woolyarnsは、貿易廃
棄物の同意のための低リスクカテゴリーを一貫して達成し
ています。 紡績工場は、ペリノ糸の生産中に生成された
余剰繊維を利用する再加工糸プログラムに専念していま
す。製造プロセス内で材料を再利用することにより、地球
への影響が低減され、サステナビリティな繊維製造へ真の
取り組みが示されます。

人への気遣い
Woolyarnsの全スタッフは、素晴らしい糸の製造に貢
献しています。 この文化を維持するために、従業員から
のフィードバックが奨励されています。 Woolyarnsはオー
プンで建設的なコミュニケーション・チャネルを実現するた
めに、あらゆるレベルで従業員にヒアリングを行っています。 
Woolyarnsは非常に多様な労働力を惹きつけることを

誇りに思っています。 常に革新的なチームが、誰にもでき
ないWoolyarnsのオーダーメイドの糸作りをお手伝いしま
す。 この仕事力の維持と継続的なトレーニングは、最品
質の糸を提供する上で非常に重要です。
10年、20年、30年、そして40年に亘って長くスタッフに仕
事に関わってもらうために、Woolyarnsはキャリア機会の
発展とその提供を行っています。
ニュージーランドは、雇用関係、労働管理、安全衛生を網
羅する、国際的に認知され、堅固な法的枠組みを持って
います。
Woolyarnsはスタッフの福祉を最優先に考えています。
定期的な聴力検査、インフルエンザワクチン接種、病気の
給付金を提供しています。
さらに、報酬は最低賃金要件を超えており、職場は最低
限の健康および安全基準を超えています。
 
社会
Woolyarnsの歴史を通して、地元の家族やコミュニティは
Woolyarnsのサポートを受けています。 数々の個人貢
献が行われ、ニュージーランドのマッセイ大学の繊維デザイ
ン賞は、Woolyarns Limited Jim Wood Memorial 
Scholarshipで繊維製品の革新に貢献した学生を毎
年認定しています。

社会的責任

サステナビリティはWoolyarnsのブランド戦略より、ペリノにとって不可欠な要素です。 サステナビリティとは、資源を
効率的に使用し、自然と環境を尊重し、将来の世代のニーズを損なうことなく、ステークホルダーの価値を創造する
ことを意味します。 Woolyarnsのペリノは、サステナビリティへの現在の取り組みを強化するため、継続的に活動し
ています。 全体の目的は、サステナビリティな成長を可能にする堅実で収益性の高いビジネスモデルを維持すること
です。 サステナビリティの成長は、機械、技術、そしてコミュニティへの再投資を可能にします。 サステナビリティの成長
は、機械、技術、そしてコミュニティへの再投資を可能にします。



N E I L  M A C K I E ,  M A N A G I N G  D I R E C T O R
W O O LYA R N S  L I M I T E D



For more information contact:

Jimad Khan  |  International Marketing Manager  |  jimad.khan@woolyarns.co.nz 

Andy May  |  International Sales Manager  |  andy.may@woolyarns.co.nz

www.perinoyarns.com


