承認提携システム確立グループ一覧
承認日

提携グループ名

H20.3.31 グループ１６７

構成者（団体等）

対象繭生産地

特徴等

（平成 20 年産対象繭数量）

（産地、蚕品種 etc）

養蚕農家（4 戸）、宮坂製糸、織道 京都（250 ㎏）
楽塩野屋、両双、ウェイズ

春 80 ㎏・初秋 70 ㎏・晩秋 100 ㎏

高原社、養蚕農家（11 戸）、碓氷
H20.3.31

蚕品種：緑繭 1 号
副産物（蚕沙、幼虫、蛹等）の有
効利用
蚕品種：白繭細 1 号

白繭細 1 号プロジェクト 製糸、宮坂製糸、芋田機業場、五 長野（2,150 ㎏）
開発チーム

十嵐商事、龍工房、矢代仁、木村 春 850 ㎏・晩秋 1,300 ㎏
和裁、三越、マルシバ

H20.3.31

“絹を未来に”プラチナ
ボーイ研究会

養蚕農家（8 戸）、碓氷製糸、芋田
機業場、五十嵐商事、銀座もとじ、
マルシバ

千葉（2,700 ㎏）
春 1,200 ㎏・晩秋 1,500 ㎏

養蚕農家（120 戸）
、碓氷製糸、丸
H20.3.31

雄蚕品種：プラチナボーイ
男物の着物及びその関連製品
蚕品種：群馬オリジナル品種（ぐ

日本蚕糸絹業開発協同組 進機業、カブト、山直織物、坪金 群馬（24,680 ㎏）

んま 200、新小石丸、世紀二一、上

合国産シルク研究会

州絹星、ぐんま黄金）

工業、南久ちりめん、ワタマサ、 春 13,880 ㎏・晩秋 10,800 ㎏
江島屋染工場、絹小沢

H20.6.25 蚕太開発グループ

養蚕農家（8 戸）、碓氷製糸、マユ

蚕品種：蚕太

ズミ、門倉メリヤス、蜂須メリヤ 群馬（900 ㎏）

ニット製品等

ス、贄田シルク、JA 北群馬渋川・ 春 900 ㎏
JA 前橋
養蚕農家（21 戸）、碓氷製糸、宮

H20.6.25

富岡シルクブランド協議
会

坂製糸、富岡市長、富岡製糸場、
JA 甘楽富岡、個人作家（7 人）、
甘楽富岡蚕桑研究会、富岡シルク
タンパク研究会、繭家

蚕品種：ぐんま 200、錦秋鐘和
群馬（4,950 ㎏）
春 2,425 ㎏・晩秋 2,525 ㎏

21 年産以降全量を協議会で使用

備

考

承認日

提携グループ名
日本の繭ときもの文化

H21.4.24 を考える会（代表：田中
種株式会社）
群馬絹文化研究会（代
H21.4.24 表：有限会社 ミラノリ
ブ）
日本蚕糸絹業開発協同
H21.5.15 組合国産シルク研究会
普通蚕種部会

H22.3.30

西陣純国産絹振興会（代
表：西陣織工業組合）

平田グループ研究会
H22.9.10 （代表：株式会社平田組
紐）
新潟県産繭・絹振興会

構成者（団体等）

対象繭生産地

特徴等

（平成 21 年産対象繭数量）

（産地、蚕品種 etc）

養蚕農家（2 戸）、碓氷製糸、南 群馬（360 ㎏）
久ちりめん、高田勝、田中種

春 180 ㎏・晩秋 180 ㎏

養蚕農家（4 戸）、碓氷製糸、東 群馬（1,000 ㎏）
北撚糸、今井染色、ミラノリブ
養蚕農家（52 戸）、碓氷製糸、
カブト、坪金工業、渡辺絹織物、
番國、長島織物、江島屋染工場、
絹小沢
養蚕農家（4 戸）、碓氷製糸、関
根商店、東北撚糸、加賀グンゼ、
西陣織工業組合
養蚕農家（43 戸）、碓氷製糸、
田宮繊維㈱、小林練染工場、山
金商店、(有)いのうえ、㈱平田

春 5,300 ㎏・初秋 3,300 ㎏・晩

×鐘和

H22.9.10

06-6261-2091

蚕品種： ぐんま 200
027-720-8801

蚕品種：春嶺×鐘月、錦秋
×鐘和

027-361-2311

秋 4,700 ㎏
群馬（1,650 ㎏）

蚕品種：春嶺×鐘月、

春 550 ㎏・初秋 550 ㎏・晩秋 550 ㎏ 錦秋×鐘和

075-432-6131

福島（495 ㎏）
春 165 ㎏・初秋 165 ㎏・晩秋 165 ㎏
群馬（6,200 ㎏）
春 6,200 ㎏

蚕品種：ぐんま 200

(有)いのうえ

組紐

046-281-2521

組紐
養蚕農家（14 戸）、赤城シルク、 新潟（1,650 ㎏）

繭クラフト、生紬

H22.9.10 （代表：合資会社山岸織 朝日村まゆの花の会、合資会社 春 550 ㎏・初秋 550 ㎏・晩秋 550 ㎏

H22.9.10

考

蚕品種：春嶺×鐘月、錦秋

春 1,000 ㎏
群馬（13,300 ㎏）

備

物）

山岸織物、㈱しょうざん

綾の小石丸の会

養蚕農家（4 戸）
、㈱あきやま、 宮崎（260 ㎏）

（代表：㈱あきやま）

㈱宮坂製糸

玉小石牛首紬研究会

養蚕農家（1 戸）
、加藤機業場、 福井（100 ㎏）

（代表：大門屋）

大門屋

0258-83-2686
小石丸、蚕技研 11 号

春 140 ㎏・初秋 60 ㎏・晩秋 60 ㎏
春 40 ㎏・初秋 20 ㎏・晩秋 40 ㎏

蚕品種：玉小石

0985-77-0156
0779-66-2185

承認日

提携グループ名

構成者（団体等）

対象繭生産地

特徴等

（平成 23 年産対象繭数量）

（アイテム、蚕品種等）

養蚕農家（7 戸）、多摩シルクラ
東京シルクの会

イフ 21 研究会、碓氷製糸、㈱宮

H22.11.19 （代表：有限会社内海 坂製糸、山口、河芳織物(有)、
呉服店）

(有)大原織物、(有)内海呉服店、

備

考

蚕品種：青熟、四川三
眠等

東京（715 ㎏）

染織家の作品等

春 430 ㎏・晩秋 285 ㎏

03-3482-0039

長島繊維㈱
ふじやまシルクプロジ
H22.11.19 ェクト
（代表：株式会社ＪＳ）

H22.11.19

養蚕農家（12 戸）、JA 西八代等、
松沢製糸、㈱山桜、(有)カシワ
ギ、㈱オヤマダ、小泉織物、高
野縫製工場、㈱JS

春 2,310 ㎏・初秋 733 ㎏・晩秋 1,568

0120-22-3639

㎏

信州繭ブランド織物振 養蚕農家（2 戸）
、上田蚕種㈱、

蚕品種：小石丸、黄緑

興会

繭

㈱宮坂製糸、松沢製糸、織処丸 長野（250 ㎏）

（代表：有限会社シン 重、久保田織染工業㈱、(有)シ 春 150 ㎏・晩秋 100 ㎏
セイ）
売・商品開発グループ

等、冨田蚕種、松岡㈱、加賀グ

（代表：株式会社千總 ンゼ㈱、㈱株式会社千總友仙工
友仙工場）

信州紬、スカーフ等

0263-86-6700

ンセイ、㈱中田勝

千 總 純 国 産 絹 製 品 販 養蚕農家（41 戸）、JA 新いわて
H22.11.19

純国産絹布団

山梨（4,611 ㎏）

場、㈱千總

青森、岩手、山形（15,000 ㎏）

振袖、訪問着、付下等

春 4,700 ㎏・初秋 4,450 ㎏・晩秋

075-221-5933

5,850 ㎏
工房、小口取引に適合した小ロ

H22.12.22

碓氷製糸シルク工房の 養蚕農家（110 戸）
、碓氷製糸農 群馬（18,300 ㎏）

ットの生糸販売（小ロット、低

会

協、金井工房、丸三綿業㈱、丸

春

3,550 ㎏

速に特化した生糸生産）

（代表：碓氷製糸農業 共織物㈱、他関係者（工房等）

初秋

9,720 ㎏

蚕品種：錦秋×鐘和、新小石丸、

協同組合）

晩秋

5,030 ㎏

世紀二一、ぐんま 200、ぐんま

44 社

黄金

027-393-1101

承認日

提携グループ名

伊予生糸を守る会
H22.12.22 （代表：西予市蚕糸業
振興協議会）

構成者（団体等）

対象繭生産地

商品の特徴等

（平成 23 年産対象繭数量）

（商品、産地、蚕品種 etc）

養蚕農家（11 戸）、西予市蚕糸 愛媛県（2,500kg）
業振興協議会、㈱野村町地域振

春

1,100kg

興センター、㈱龍村美術織物、

初秋

500kg

野村シルク博物館シルク工房

晩秋

900kg

備

考

愛媛県西予市にて特徴ある蚕品種
「あけぼの」等の繭で生繰り、多
条機で製糸した糸を使用し、龍村 0894-72-3710
美術織物、野村シルク博物館シル
ク工房にて、帯、着尺を制作
春及び晩秋蚕期で群馬県オリジナ

絹の会ぐんま２００プ
H22.12.22 ロジェクト
（代表：絹の会）

養蚕農家（2 戸）、碓氷製糸、絹
の会

群馬県（960kg）
春

480kg

晩秋

480kg

ル蚕品種「ぐんま 200」を使用し、
生挽き（春繭）
、塩蔵後生挽き（晩
秋繭）で製糸。軽くしなやかな、

027-235-5510

着心地に優れた着尺、帯、ストー
ル、組紐を制作。
天蚕及び家蚕の育蚕から天蚕紬織

伊達天蚕推進研究会

養蚕農家（2 戸）、天蚕農家（6

H22.12.22 （代表：りょうぜん天 戸）、りょうぜん天蚕の会、東北
蚕の会）

撚糸㈱

福島県（60 ㎏）
天蚕（福島

60 ㎏）

ｼｮｰﾙ等の制作までの一貫体系
「天蚕繭 3 粒+家蚕繭 10 粒」で繰 024-586-3004
糸したﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ糸を使用し、手紬
織機で天蚕紬織ｼｮｰﾙの販売
三味線絃、琴絃、雅楽器絃、その

絹で奏でる音世界グル
H22.12.22

ープ
（代表：株式会社鳥羽
屋）

養蚕農家（20 戸）、
（財）岐阜県
蚕糸協会、特殊生糸西村英雄、
前田糸業、㈱鳥羽屋

他邦楽器絃の生産
岐阜県（600 ㎏）
春

600 ㎏

純国産の産地（岐阜県）、蚕期（春）、
蚕品種（春嶺×鐘月）が和楽器の
絃に適しており、安定的な供給体
制の確立

075-222-1100

承認日

提携グループ名

構成者（団体等）

対象繭生産地

商品の特徴等

（平成 23 年産対象繭数量）

（商品、産地、蚕品種 etc）

備

考

琴糸、三味線糸、胡弓糸、琵琶糸
邦楽器糸用特殊生糸を
H22.12.22

守る会
（代表：丸三ハシモト
株式会社）

等邦楽器用の生挽き座繰り糸の生
養蚕農家（20 戸）、
（財）岐阜県
蚕糸協会、大音特殊生糸協同組
合、丸三ハシモト㈱

岐阜県（600 ㎏）
春

600 ㎏

産
純国産の産地（岐阜県）、蚕期（春）、 0749-82-2167
蚕品種（春嶺×鐘月）が艶、コシ
のある糸となる。全国の邦楽器商
店で販売

ふくしまみらいシルク
H22.12.22

の会

福島県（10,500kg）
春

3,500kg

（代表：西川産業株式 西川産業㈱

初秋

3,500kg

会社）

晩秋

3,500kg

結城紬風土３１研究会
H22.12.22 （代表：株式会社小倉
商店）
川俣絹工房

養蚕農家（22 戸）
、㈲関根商店、

養蚕農家（3 戸）
、㈲関根商店、 福島県（500kg）
㈱小倉商店
養蚕農家（5 戸）、松岡㈱、斉栄

H22.12.22 （代表：福島寝装株式 織物㈱、石川彦太郎商店、福島
会社）
白鷹瑞龍の会
H22.12.22 （代表：株式会社布四
季庵ヨネオリ）

寝装㈱

晩秋

500kg

福島県（300 ㎏）
春

300 ㎏

山形県（144kg）

純国産で福島県の上質な繭から伝
統の技である手びきを何百回も繰
り返し、より吸湿性・保湿性・ド
レープ性に優れた「入金真綿布団」
を制作

03-3664-3952
西川産業㈱
商品第一部
布団二課

蚕品種「朝・日×東・海」を使用
し、最高級の結城紬、帯を制作。

0296-32-2121

真綿布団（布団の表地と中綿（真
綿）ともに福島県川俣町の繭使用） 024-565-5510
した商品を制作
新蚕品種「小石丸×又昔」を「鷹

養蚕農家（1 戸）、松岡㈱、新田

春

48kg

山」と命名し、製織・染を㈱新田

㈱、㈱布四季庵ヨネオリ

初秋

48kg

で行った「男性用縞袴」を制作

晩秋

48kg

0238-26-6611

承認日

提携グループ名
信州オリジナル絹の会

構成者（団体等）
㈱高原社、養蚕農家（1 戸）、

H22.12.22 （代表：株式会社丸万中 ㈱宮坂製糸所、織処丸重、㈱丸
尾）
日本のお蚕さん発展協
H22.12.22

議会
（代表：田中種株式会
社）

万中尾、㈱一会
養蚕農家（3 戸）、碓氷製糸農
協、芝井㈱、南久ちりめん㈱、
髙田勝㈱、田中種㈱

対象繭生産地

商品の特徴等

（平成 23 年産対象繭数量）

（商品、産地、蚕品種 etc）

長野県（330kg）
110kg

で制作された着尺を江戸小紋に染

初秋

110kg

め、また、帯を制作し織組織等オ

晩秋

110kg

リジナル性の高い製品を製作する

H23.1.19

岡姫」グループ

達農協、松岡㈱、羽賀恒明、白

650kg

用し、生産履歴の明らかな「極小

初秋

200kg

紋型模様」の小紋の制作

晩秋

650kg

春

3,000kg

（代表企業：株式会社伊 数織物㈲、河芳織物㈲、㈱伊と

初秋

3,200kg

と幸）

晩秋

3,800kg

幸

0749-62-1660

「春嶺×鐘月」
「錦秋×鐘和」を使

春

純日本の絹文化協会「松 養蚕農家（21 戸）、みちのく安 福島県（10,000 ㎏）

考

繭から織物まで全て長野県の技術

春

群馬県（1,500kg）

備

06-6261-2091

これまで取り組んできた、特徴あ
る蚕品種「松岡姫」を使用した高
級白生地シルクブランドの存続を 075-254-5884
図るとともに、更なる事業規模の
拡大を目指す。
養 蚕農 家 か ら小売 店 まで が 連 携

日本絹文化振興会
H23.1.19

養蚕農家（6 戸）、土浦農協、

（代表企業：株式会社丸 碓氷製糸農協、㈱丸上、㈲幸和、
上）

関係者 34 社

茨城県（1,953kg）
春

869kg

初秋

529kg

晩秋

555kg

し、小売店ごとに、独自性のある
色無地、付下げ、染帯等のものつ
くり活動を展開する。特に素材の 03-3662-4416
特徴と個々の小売店のオリジナル
性を高め、最高級の純国産絹製品
を製作する。
選繭を徹底した春繭を低速で繰糸

日本の絹を守る会
H23.1.19

養蚕農家（5 戸）、碓氷安中農

（代表企業：株式会社西 協、碓氷製糸農協、丸八生糸㈱、
陣まいづる）

㈱西陣まいづる

群馬県（2,500 ㎏）
春

2,500 ㎏

した高品質な生糸を使用して、織
り込密度の高い（通常の 33.3％増） 075-431-3311
光沢のあるしなやかな袋帯を製作
する。

承認日

提携グループ名

構成者（団体等）

対象繭生産地

商品の特徴等

（平成 23 年産対象繭数量）

（商品、産地、蚕品種 etc）

備

考

先染高級絹織物である「甲斐絹」
甲斐絹グループ
H23.1.19

（代表企業：株式会社甲
斐絹座）

養蚕農家（15 戸）、笛吹農協、 山梨県（3,886 kg）

を、富士北麓地方の地域資源とし

梨北農協、クレイン農協、巨摩

春

て再認識し、ネクタイ、ストール、

野農協、松沢製糸、㈲石森染色、

初秋

770kg

バック等を現在の消費者に受け入

丸八生糸㈱、㈱甲斐絹座

晩秋

1,346kg

れられる商品として開発し、販売

1,770kg

0555-23-2280

していく。
特徴ある蚕品種「いろどり」と野
蚕糸との複合糸を用いた業界初の
秩父シルクの会
H23.1.19

養蚕農家（4 戸）、秩父農協、

（代表企業：有限会社ハ 埼玉県製糸協会、㈲ハック、㈱
ック）

埼玉県（300kg）
春

倉敷・マミー

300kg

「着物専用ニットインナー（従来
の肌襦袢と異なり、体に優しくフ 047-479-3402
ィットし、薄くて暖かく、保湿性・
速乾性 や消臭性 もある。）」を開
発・販売する。
特徴ある蚕品種（いろどり）を埼

蚕彩会
H23.2.17

養蚕農家（4 戸）、ちちぶ農協、 埼玉県（500kg）

（代表企業：装いの道㈱ 埼玉県製糸協会、松岡㈱、㈲酒 春
代表取締役

500kg

山中英靖） 井、㈱二葉、装いの道㈱

玉県秩父市の養蚕農家で飼育し、
松岡㈱で低速で繰糸、かさ高性の
ある生糸を生産する。この生糸で

03-5216-4130

振袖及び訪問着を製作し装道グル
ープで販売する。

H23.2.17

越後絹の会

養蚕農家（1 戸）、茨城千代田

（代表企業：㈱猪井

農協、碓氷製糸農協、㈲幸和、

代表取締役

猪井一之） ㈱猪井

茨城県（360 ㎏）
春

180kg

初秋

90kg

晩秋

90kg

茨城県の繭を使用し、碓氷製糸で
生糸に、丹後で製織した白生地を、
個々の販売店のオリジナル性を考 0258-32-4927
慮して、色無地、付下、染帯等の
最高級純国産絹織物を製作。

承認日

提携グループ名

構成者（団体等）

対象繭生産地

商品の特徴等

（平成 23 年産対象繭数量）

（商品、産地、蚕品種 etc）

備

考

茨城県の繭を使用し、碓氷製糸で
きわみ絹の会
H23.2.17

養蚕農家（2 戸）、ひたち野農 茨城県（480 ㎏）

生糸に、丹後で製織し、素材の特

（代表企業：第一衣料㈱ 協、碓氷製糸農協、㈲幸和、㈱ 春

240kg

徴と個々の販売店を考慮し、色無 075-361-6111

代表取締役

240kg

地、付下、染帯等の最高級純国産

金子守隆） 中田勝、第一衣料㈱

晩秋

絹織物を製作。
原種の繭生産する農家と提携して
愛媛県蚕種の会
H23.2.17

（代表企業：愛媛蚕種㈱
代表取締役

兵頭眞通）

養蚕農家（2 戸）、愛媛たいき
農協、愛媛蚕種㈱

愛媛県（300 ㎏）

優良な蚕種を製造する。蚕種は、

春

180kg

春嶺×鐘月、錦秋×鐘和をはじめ、 0894-36-1028

晩秋

120kg

あけぼの、青熟等特殊な品種を含
めて春 900 箱、晩秋 600 箱を製造。

日本蚕糸絹業開発協同 養蚕農家（6 戸）、鹿本農協、
組合国産シルク研究会 菊池地域農協、熊本宇城農協、
H23.3.11

熊本部会

熊本県蚕糸協力会、碓氷製糸農

（代表企業：日本蚕糸絹 協、㈱カブト、番國㈱、㈲江島
業開発協同組合

屋染工場、㈲今井整理、絹小沢

代表理事 小林幸夫）

㈱、㈱鶴屋

（代表企業：上田蚕種株
式会社
代表取締役

熊本県（580 ㎏）
春

440kg

晩秋

140kg

100％を使用し、胴裏絹・長襦袢地
等を生産。同商品を熊本市の百貨
店「鶴屋」で販売、
「地産地消」を

027-361-2311

アピールする。
原種繭生産する農家と提携して優

上田蚕種の会
H23.3.11

熊本県産繭から繰糸した生糸

手塚本衛）

養蚕農家（6 戸）、前橋市農協、
高崎市農協、（財）岐阜県蚕糸
協会、上田蚕種㈱

群馬県・岐阜県（500kg）
春

500kg

良な蚕種を製造する。蚕種は、春
嶺×鐘月、錦秋×鐘和等で、越年
種 1,100 箱、不越年種 1,200 箱を
製造・販売する。

0268-22-3585

承認日

H23.3.11

提携グループ名

構成者（団体等）

対象繭生産地

商品の特徴等

（平成 23 年産対象繭数量）

（商品、産地、蚕品種 etc）

高原社蚕種の会

原種繭生産する農家と提携して優

（代表企業：株式会社高 養蚕農家（6 戸）、みなみ信州 長野県・山梨県（400kg）

良な蚕種を製造する。蚕品種は、

原社

春嶺×鐘月、錦秋×鐘和等で、春

農協、ふじかわ農協、㈱高原社

代表取締役

春

400kg

赤羽正康）

H23.3.11

（代表企業：冨田蚕種製
造所
所長

養蚕農家（12 戸）、冨田蚕種製

福島県・宮城県（510kg）

造所

良な蚕種を製造する。蚕品種は、

春

250kg

春嶺×鐘月、錦秋×鐘和等で、春

晩秋

260kg

1,400 箱、晩秋 1,200 箱を製造・販

冨田克衛）

024-583-3141

売する。

会
（代表企業：有限会社関
根商店
代表取締役社長

0263-32-2015

原種繭生産する農家と提携して優

関根商店シルク工房の

H23.3.11

考

2,200 箱を製造・販売する。

冨田蚕種製造所蚕種の
会

備

関根

生繭で高品質な真綿作りを行い、
冨田蚕種製造所、養蚕農家（13

福島県（1,500 ㎏）

戸）、新ふくしま農協、㈲関根
商店

真綿、背負真綿、吹留丹前真綿、

春

410kg

つむぎ糸、真綿布団等の商品を製

初秋

442kg

造し、結城紬、シルク工房等へ供

晩秋

648kg

給・販売を行う。

024-576-2607

實）
HIKOTARO ☆ 入 金 真 綿 工
H23.3.11

房の会
（代表企業：石川彦太郎
商店

石川隆）

冨田蚕種製造所、養蚕農家（13
戸）、新ふくしま農協、石川彦
太郎商店

野田定吉商店シルク工
房の会
H23.3.11

冨田蚕種製造所、養蚕農家（13

（代表企業：野田定吉商 戸）、新ふくしま農協、野田定
店
代表

吉商店
野田喜己）

福島県（1,700 ㎏）
春

249kg

初秋

589kg

晩秋

862kg

福島県（2,000 ㎏）
春

550kg

初秋

589kg

晩秋

861kg

生繭で高品質な真綿作りを行い、
真綿、背負真綿、吹留丹前真綿、
真綿布団等の商品を製造し、真綿

024-576-2712

関係シルク工房等へ供給・販売を
行う。
高品質な真綿、背負真綿、吹留丹
前真綿、真綿布団等の商品を製造
し、結城紬、各シルク工房等へ供
給・販売を行う。

024-576-3478

承認日

提携グループ名

構成者（団体等）

対象繭生産地

商品の特徴等

（平成 23 年産対象繭数量）

（商品、産地、蚕品種 etc）

近江真綿振興会グルー
H23.3.11

プ協議会
（代表企業：北川茂次
郎）

協、松澤製糸所、クリエイティ
ブオフィス 5Lira、㈱おおまえ、
北川茂次郎、原田誠祐商店、北
川製綿㈱、合資会社シルクジャ

を使用して製織した生地を布団の
愛媛県（2,395 ㎏）
春

手引きした純国産真綿を使用した

初秋

720kg

手造り 100％の純国産真綿布団を

晩秋

630kg

生産する。シルク独特の光沢と肌

（代表企業：株式会社宮
坂製糸所
代表取締役

0749-54-0227

さわりに優れた製品としてアピー
ルする。
宮坂製糸所が全国各地のシルク工房

宮坂製糸シルク工房の
H23.3.11

側生地に使用し、中綿は角真綿を

1,045kg

パン

会

考

生産履歴の明確な純国産繭・生糸

愛媛蚕種㈱、養蚕農家（8 戸）
愛媛たいき農協、えひめ南農

備

長野県（1,585 ㎏）

からの多様な原糸の要望に応じて多

㈱高原社、養蚕農家（4 戸）、

春

275kg

様な、座繰り生糸や特徴ある合糸・

長野上伊那農協、㈱宮坂製糸所

初秋

920kg

撚糸をした原糸を製造し、販売する。

晩秋

390kg

また、シルククラフトの素材として

宮坂照彦）

0266-22-3116

博物館等に繭を供給する。
①誘導三眠蚕の繭を、シルクカンパ
ニー外村が生繰り繰糸で強度のある

千葉県ブランド繭推進 上田蚕種、養蚕農家（9 戸）、
協議会
H23.3.11

千葉県蚕糸業協会、シルクカン

（代表企業：株式会社宮 パニー外村、㈱宮坂製糸所、全
坂製糸所
代表取締役

農千葉県本部、丸三ハシモト
宮坂照彦） ㈱、下村ねん糸

生糸にし、これを丸三ハシモトが撚

千葉県（2,150kg）

糸・染色・加工して、三絃糸を生産・

春

650kg

販売。②シルクカンパニー外村が低

初秋

600kg

速で生繰りの座繰り生糸を製造し、

晩秋

900kg

下村ねん糸が撚糸加工して手織の作
家等へ販売。③宮坂製糸所が特徴あ
る座繰り生糸にし、下村ねん糸で撚
糸加工して手織の作家等へ販売。

0266-22-3116

承認日

提携グループ名

構成者（団体等）

対象繭生産地

商品の特徴等

（平成 23 年産対象繭数量）

（商品、産地、蚕品種 etc）

上田蚕種㈱、㈱南信社、愛媛蚕

松澤製糸紬の会
H23.3.11

長野県・高知県・兵庫県

伝統的な先染織物である伊那紬・上田

ン長野農協、佐久浅間農協、信

（1,420 ㎏）

紬を、国産繭・生糸を使って製造・販

（代表企業：松澤製糸所 州諏訪農協、コスモス農協、丹

春

660kg

売する提携ｼｽﾃﾑを構築する。紬製造関

松澤正）

後ひかみ農協、松澤製糸所、久

初秋

360kg

係者は、自社工場において撚糸・染

保田織染工業㈱、㈲藤本、織処

晩秋

400kg

色・製織まで一貫生産することにより

丸重、㈲シンセイ、㈱西脇商店

信州紬ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ商品を確立する。

養蚕農家（277 戸）、代表農協（JA

一般品種及び特徴ある蚕品種（春嶺×鐘

碓氷安中）
、群馬県（JA 碓氷安中、

月、錦秋×鐘和、新小石丸、ぐんま 200、

JA 前橋市、JA はぐくみ、JA たのふ

上州絹星、改良小石丸、あけぼの等）を

じ、JA 北群渋川、JA あがつま、JA

契約農家（277 戸）で飼育し、生産した

田市）
、宮城県（JA みやぎ仙南）
、

純国産シルクを守る会

福島県（JA たむら、JA すかがわ岩

（代表企業：碓氷製糸農 瀬）、栃木県（JA なすの、JA うつの
H23.3.11

業協同組合
代表理事組合長
育也）

みや、JA はが野、JA おやま）
、茨城

髙村 県（JA 茨城中央、JA しおさい、JA
やさと、JA なめがた、JA 常陸小川、
JA 北つくば、JA 水戸）
、千葉県（千

考

松澤製糸所が中心となって、長野県の

種㈱、養蚕農家（8 戸）、グリー

利根沼田、JA ぐんまみどり、JA 太

備

群馬県、宮城県、福島県、
栃木県、茨城県、千葉県、
長野県、岐阜県
（80,050 ㎏）
春

29,440kg

初秋

16,810kg

晩秋

33,800kg

㈲シンセイ
0263-86-6700

繭は碓氷製糸で徹底選繭したのち低速
で繰糸して、蚕品種の特徴を活かした多
様な生糸・撚糸を生産する。これらの生
糸・撚糸を、個別の提携ｸﾞﾙｰﾌﾟを構築で
きないが国産繭・生糸の純国産絹製品作
りにこだわっているｼﾙｸ工房や製織業者
に対し、これらを束ねる産地糸商等を通
じて、あるいは個別のｼﾙｸ工房、製織業

葉県蚕糸業協会）
、長野県（JA みな

者、産地問屋等に対し、需要に応じて弾

み信州）
、岐阜県（岐阜県蚕糸協会）
、

力的に必要な生糸・撚糸を供給する。さ

碓氷製糸農協、丸八生糸、深田商店、

らには、これらの関係者等が自らコーデ

ミヤマ全織、渡豊工房、吉川商事、

ィネーﾄして、特長ある純国産絹製品を

他関係者 19 社

生産・販売する。

027-393-1101

承認日

提携グループ名

構成者（団体等）

対象繭生産地

商品の特徴等

（平成 23 年産対象繭数量）

（商品、産地、蚕品種 etc）

養蚕農家（120 戸）、冨田蚕種

「顔が見える生産体制」を構築し

製造所、上田蚕種㈱、青森県（JA

て参加者全員がコストと品質の意

八戸）、岩手県（JA 新いわて、

識をもって、高級きものを中心と

JA 花巻、JA 岩手江刺、JA 岩手

した純国産絹製品づくりに取り組

備

考

ふるさと、JA 岩手南、JA いわ 青森県、岩手県、山形県、 む。製品に添付した、純国産絹マ
千 總 純 国 産 絹 製 品 販 い東）山形県（JA 山形おきた 宮 城 県 、 福 島 県 、 栃木県 ークの裏に QR コードにて生産履歴
H23.3.11
変更

売・商品開発グループ

ま、JA 山形、JA みちのく村山、 （34,000 ㎏）

（代表企業：株式会社千 JA 新庄もがみ、JA 庄内たがわ、
總友仙工場

JA 庄内みどり）宮城県（JA 南

代表取締役

を㈱千總友仙工場の HP にて公開す
る。振袖、訪問着、付下等を中心

春

10,653kg

として、光沢があり、しなやかな

俵 武司） 三陸）福島県（JA 郡山市、JA

初秋

10,087kg

純国産きものを制作する。

みちのく安達、JA そうま、JA

晩秋

13,260kg

075-221-5933

ふたば）栃木県（JA 南那須）
松岡㈱、加賀グンゼ㈱、㈱千總
友仙工場、㈱千總、宮井㈱、㈱
髙島屋

H23.3.29

アルチザン

細繊度蚕品種（蚕技研 11 号）の繭

（代表企業：株式会社マ 養蚕農家（2 戸）、茨城みどり 茨城県（750 ㎏）

を碓氷製糸で低速でかさ高性のあ

ルシバ
代表取締役
郎）

農協、碓氷製糸農協、芋田織物、
木下幸太 ㈱マルシバ、藤井絞㈱

初秋

450kg

る生糸に加工する。この生糸を丹

晩秋

300kg

後等で白生地に製織し、藤井絞㈱
で染色加工し販売する。

03-3662-2431

承認日

提携グループ名

構成者（団体等）

純国産絹糸を守る会
（代表企業：勝山織物株
H23.3.29 式会社
代表取締役社長

勝山嘉

対象繭生産地

商品の特徴等

（平成 23 年産対象繭数量）

（商品、産地、蚕品種 etc）

長野県（335 ㎏）
養蚕農家（1 戸）、みなみ信州

春

135kg

農協、勝山織物㈱

初秋

100kg

晩秋

100kg

夫）

純国産絹振興会“きぬな 養蚕農家（17 戸）、佐波伊勢崎 群馬県（4,970 ㎏）
H23.3.29

り”

農協、赤城橘農協、碓氷製糸農

春

（代表企業：織匠万勝

協、㈱日本加工糸小松工場、橋

初秋

750kg

代表

本常㈱、織匠万勝

晩秋

1,750kg

前田章）

2,470kg

備

考

細繊度蚕品種（あけぼの）を使用
し、塩蔵殺蛹して生繰した生糸を
使用して製織した白生地と帯を販

075-461-1444

売する。この商品は、軽く光沢に
優れた商品となる。
低速でかさ高性のある生糸を使用
して、上質の心地よい肌触りと温か
みのある、オリジナル図柄・配色の

075-257-5747

着尺・帯を生産する。この商品を全
国の専門小売店等で販売する。
低速でかさ高性のある生糸を使用

Silk
H23.3.29

So Good

（代表企業：富士新幸株
式会社
代表取締役

白須資望）

して、真綿布団の側地、布団カバ

養蚕農家（3 戸）、花園農協、
㈲コバヤシ、松澤製糸所、石川
彦太郎商店、富士新幸㈱、小野
田染色、山梨県織物整理㈱、丹

ーを製作する。真綿布団の中綿に
埼玉県（500 ㎏）
晩秋

500kg

ついては、福島県伊達市保原にて、
角真綿とし、富士新幸にて布団製

0554-43-2602

造を行う。この商品は、虎鬼狗㈱

後織物工業組合、虎鬼狗㈱

を経由し、各百貨店・布団専門店
で販売する。

養蚕農家（15 戸）、埼玉中央農
埼玉シルクの会
H23.3.29

（代表企業：有限会社コ
バヤシ
代表取締役

小林嘉朗）

協、ちちぶ農協、花園農協、㈲
コバヤシ、松岡㈱、㈲塩野屋、
㈲山脇源平商店、ちちぶ銘仙
館、NPO 法人川越きもの散歩、
日本刺繍紅会、㈱キュービッ
ク、㈱ポケットうさぎ

いろどり繭等を使用し、①こしや
埼玉県（2,500kg）
春

420kg

初秋

210kg

晩秋

1,870kg

は りの ある 摩擦に 強い優 れた 着
物、②風呂敷、③抗菌効果を有す
る真綿を使用した真綿布団、④セ
リシンを配合した化粧品石鹸、⑤
セ リシ ン 配 合化粧 等 の商 品を 製
造・販売する。

0493-39-3699

承認日

提携グループ名

構成者（団体等）

対象繭生産地

商品の特徴等

（平成 23 年産対象繭数量）

（商品、産地、蚕品種 etc）

備

考

埼玉県産繭を用いた生糸を、①丹
後で製織・販売（白生地）する。
養蚕農家（51 戸）、いるま野農

H23.3.29

②十日町で撚糸加工し、先染め織

松澤製糸所純国産シルク 協、埼玉中央農協、ちちぶ農協、 埼玉県（13,960 ㎏）

物である十日町の原糸として販売

の会

埼玉ひびきの農協、ふかや農

春

5,610kg

する。③京都の企画販売会社は、

（代表企業：松澤製糸所

協、花園農協、㈲コバヤシ、松

初秋

4,200kg

健康商品（ソックス、スパッツ、

松澤

澤製糸所、㈲梅徳機業場、高貞

晩秋

4,150kg

インナー等）を製造し、それぞれ

正）

㈱、大江繊維㈱

有限会社
コバヤシ
0493-39-3699

各商品群を、産地問屋（白生地問
屋、紬問屋等）や一般消費者等に
販売する。
奄美大島で養蚕を復活させ、この

奄美島絹振興研究会
H23.3.29

繭を使用して、本場大島紬、帯、

養蚕農家（8 戸）、奄美島絹推

（代表企業：奄美島絹推 進協議会、碓氷製糸農協、㈱夢 鹿児島県（100 ㎏）
進協議会

おりの郷、㈱みなみ紬、㈱アー

会長

ダン

南 祐和）

晩秋

100kg

化粧品等特徴ある商品を製造・販
売する。なお、平成 22 年度に桑園
造成を行うため、平成 24 年度（繭
量 350kg）
、25 年度（繭量 750kg）
と増加する予定となっている。

0997-52-9770

