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❖企業概要 

 

  事業者番号  

 会社名 日本語 株式会社 新田 

 会社名 英語  Nitta Textile Arts Inc. 

 創業・設立年  1884 年 

 業 種  製造業 

 主要製品  着物地、袴地、米沢織小物他 

 郵便番号  992-0053 

 会社住所  山形県米沢市松が岬 2-3-36 

 代表者  新田 源太郎 

 ＴＥＬ  0238-23-7717 

 ＦＡＸ  0238-23-7727 

 ＵＲＬ https://nitta-yonezawa.com/ 

 Instagram（ユーザーネーム） yonezawa_nitta 

 EC サイト  
https://nitta-
yonezawa.com/archives/item 

 主な販売チャネル  呉服卸問屋、呉服小売店、 

 市内道の駅、美術館等 

 国内外 EC 販売実績  自社 EC サイト 

 対応言語  日本語、英語 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
❖創業者の想い・創業当時のエピソード 

米沢新田家初代が上杉景勝公と共に越後から転封となり米沢に移り住み、十六代目新田留次郎が機屋初代と

して明治 17 年に新田を創業。品評会にて数々の賞を授けられ、米沢袴地といえば新田とまで言われるよう

になった。 

 
 

 
❖作者の想い、こだわり・地域との関わり 

二代目熊雄は、絽袴などの新製品を開拓して行った。三代目秀次・富子と紅花の宿命的な出会いは、昭和

38 年に始まる。以来、幻の花と言われた紅花にとり憑かれ、ひたすら自ら納得のいく色を出すために染め

続けていたのである。四代目英行は、作品づくりにこだわりを持ち、染・織 一貫生産化を進めた。新田家

のたゆまざる研究と努力から生まれた織物は、たとえようのない重ね染めによる百色の色相をただよわせ

る。現在五代目源太郎もその精神を受け継ぎ、時代に合ったものづくりをする。                                   

山形、米沢だからこそ今日まで継承することができたので、その地域への感謝、また貢献をこれからも変わ

らずに大切にしていく。伝統と共に新たなことへの挑戦、海外への販路開拓を進めてまいります。 

 
 

https://nitta-yonezawa.com/
https://www.instagram.com/yonezawa_nitta/
https://nitta-yonezawa.com/archives/item
https://nitta-yonezawa.com/archives/item
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❖商品情報 

 

 ブランド名  Nitta Fabrics 

 商品名  めがね拭き 

 一般名称  めがね拭き 

 素材  絹 

 製造担当者   

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  14.5cm×14.5cm 

 商品重量  8g 

    

    

 

ロゴマークの紅花柄を色々な配色で織り、めがね拭きを作
りました。美しく磨くことができるほか、敷き物としても
使っていただけます。様々な色があります。 

 

 

 ブランド名  Nitta Fabrics 

 商品名  がま口(大） 

 一般名称  がま口 

 素材  絹 

 製造担当者   

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  縦 8cm 横 10cm   

 商品重量  44g 

    

    

 

お財布、小物入れ、どちらでも使えます。様々な色、柄が
あります。 

  

 

 ブランド名  Nitta Fabrics 

 商品名  がま口（小） 

 一般名称  がま口 

 素材  絹 

 製造担当者   

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  縦 8cm 横 8cm 

 商品重量  26g 

    

    

 

小銭入れ、小物入れ、どちらでも使えます。様々な色、柄
があります。 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  Nitta Fabrics 

 商品名  さきおりキーリング 

 一般名称  キーリング 

 素材  絹、メタル 

 製造担当者   

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  2cm×10cm 

 商品重量  10g 

    

    

 

裂き織り（手織り）の生地でつくったキーリングです。生
地の風合いが感じられ、一点ものです。 

  

 

 ブランド名  Nitta Fabrics 

 商品名  さきおりしおり 

 一般名称  しおり 

 素材  絹 

 製造担当者   

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  4cm×17cm 

 商品重量  6g 

    

    

 

カラフルな裂き織り（手織り）の生地でつくったブックマ
ークです。生地の風合いが感じられ、一点ものです。 

 

 

 ブランド名  Nitta Fabrics 

 商品名  ブローチ 

 一般名称  ブローチ 

 素材  絹、メタル 

 製造担当者   

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  直径 4cm 

 商品重量  4g 

    

    

 

様々な着物地でつくった一点もののブローチです。 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  Nitta Fabrics 

 商品名  シュシュ 

 一般名称  シュシュ 

 素材  絹 

 製造担当者   

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  Φ 13cm 

 商品重量  8g 

    

    

 

様々な着物地でつくったシュシュです。 

 

 

 ブランド名  Nitta Fabrics 

 商品名  ピアス 

 一般名称  ピアス 

 素材  絹、真鍮 

 製造担当者   

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  Φ 1.3cm  

 商品重量  4g 

    

    

 

様々な着物地を使用したキュートなピアスです。とても軽
くてシンプルなので、日常使いにおすすめです。両耳のピ
アスの組み合わせは、異なる色柄のペアで構成されていま
す。 

 

 

 ブランド名  Nitta Fabrics 

 商品名  スクエアショール 

 一般名称  ショール 

 素材  絹 

 製造担当者   

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  88cm × 90cm 

 商品重量  72g 

    

    

 

カラフルなシルク糸を贅沢に使用した特別なショールは、
90cm 幅の正方形にフリンジが付いています。すべて一点も
の。カジュアルにもパーティーシーンにもお使いいただけ
ます。 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  Nitta Fabrics 

 商品名  名刺入れ 

 一般名称  名刺入れ 

 素材  絹 

 製造担当者   

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  7cm×11cm 

 商品重量  22g 

    

    

 

色、柄ともにバリエーション豊富な名刺入れです。 

 

 

 ブランド名  Nitta Fabrics 

 商品名  ポケットチーフ（リバーシブル） 

 一般名称  ポケットチーフ 

 素材  絹 

 製造担当者   

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  30cm×30cm 

 商品重量  12g 

    

    

 

表裏の色が反転した色使いになっているリバーシブルのポ
ケットチーフです。様々な色の組み合わせがあります。 

 

 

 ブランド名  Nitta Fabrics 

 商品名  シルクウェーブ 

 一般名称  スカーフ 

 素材  絹 

 製造担当者   

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  65cm×175cm 

 商品重量  32g 

    

    

 

とても軽く薄いシルクスカーフです。コンパクトにまとめ
られ、シワも気になりません。旅行などにも重宝し、年中
使っていただけます。カラーバリエーションが豊富です。 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  Nitta Textile Arts Inc. 

 商品名  SAKIORI mat 

 一般名称  さきおりマット 

 素材  絹 

 製造担当者   

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  17cm×28cm 

 商品重量  20-25g 

    

    

 

色使いが美しい手織りのマットは、日常に使いやすいサイ
ズです。 

 

 

 ブランド名  Nitta Textile Arts Inc. 

 商品名  手織りテーブルセンター 

 一般名称  プレースマット 

 素材  絹 

 製造担当者   

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  32cm×52cm  

 商品重量  50-55g 

    

    

 

色使いが美しい手織りのプレースマットです。 

 

 

 ブランド名  Nitta Textile Arts Inc. 

 商品名  手織りトート 

 一般名称  トートバッグ 

 素材  絹、持ち手:本革 

 製造担当者   

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  下記 

 商品重量   

    

    

 

表地に手織りの生地を贅沢に使用し、革の持ち手がアクセ
ント、日常使いにも使い易いサイズ感です。手織りのため、
色使い、柄は織り手のオリジナル（一点もの）です。W
（上）:26cm、W（下）:22cm、H:25cm、マチ:10cm、   バ
ッグから持ち手まで 14cm 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  Nitta Textile Arts Inc. 

 商品名  SUKIYA バッグ 

 一般名称  手織りバッグ 

 素材  絹 

 製造担当者    

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  W 22cm / D 3cm / H 15cm 

 商品重量  85g 

    

 日本では昔からお茶席に使用される数寄屋袋。女性の着物
の帯裏に忍ばせることができる とてもコンパクトなバッ
グです。現代では、和製クラッチバッグとして、着物、洋
服どちらの装いにも合い、お財布、携帯、化粧品などが入
るので、機能性も持ち合わせています。折り紙のように畳
んだデザインは、日本らしい美しさがあります。一点もの
で、生地のバリエーションは豊かです 

 

 

 

 ブランド名  Nitta Textile Arts Inc. 

 商品名  クラッチバッグ 

 一般名称  手織りバッグ 

 素材  絹、くるみ材 

 製造担当者    

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  W 20-22cm / D 3.5cm / H 17cm 

 商品重量  165g 

    

    

 

4 代目新田英行が独自で考案・製織する生地は、風合いの
ある様々な絹糸を使用した独特のテクスチャーです。また、
くるみ材の口金は木工職人が作った特注品。全てにおいて
手仕事の美しさを感じていただけます。 

 

 

 ブランド名  Nitta Textile Arts Inc. 

 商品名  御朱印帳 

 一般名称  手織りバッグ 

 素材  絹、紙 

 製造担当者    

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  W 11cm / D 1.5cm / H 16cm 

 商品重量  170g（両面 全 44 ページ） 

    

    

 

表紙（表裏）に絹地を貼った特別なノート。日本では、神
社やお寺で頂ける御朱印を書いてもらう帳面。紙が綴じら
れていない蛇腹式のデザインが特徴。現代は、芳名帳や日
記帳、様々なスクラップブックとして幅広く使われていま
す。 

 


