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❖企業概要 

 

  事業者番号  

 会社名 日本語 株式会社 nitorito 

 会社名 英語  nitorito Co., Ltd 

 創業・設立年  2019 

 業 種  ニット、織物製品小売 

 主要製品  ニットストール 

 郵便番号  992-0026 

 会社住所  

 

 

 

米沢市東 2 丁目 7-163 

 代表者  鈴木 健太郎 

 ＴＥＬ  0238-23-8334 

 ＦＡＸ  0238-23-3179 

 ＵＲＬ https://nitorito.com/ 

 Instagram（ユーザーネーム） nitorito_nitorito 

 Facebook（ユーザーネーム） nitorito.madeinYONEZAWA 

 EC サイト https://nitorito.com/ 

 主な販売チャネル  百貨店,セレクトショップ,自社 EC 

 国内外 EC 販売実績  zutto saison point mall 

 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 

米沢は豊富な資源が溢れています。果物、米沢牛、自然、織物、温泉、テクノロジー、人。nitorito は米沢織

を沢山の方に手にとって身に付けて貰いたい、その思いで立ち上げたファクトリーブランドです。現在流通

している洋服の品質タグには最終縫製国が明記される事が義務つけられています。米沢で作られた生地でも

縫製地が海外であれば海外製になってしまうのも米沢織が広まらない原因と考え、自らが自分たちの工場で

作れる製品を米沢の風景をデザインに落とし込んで伝えていこうと想っています。そうする事で米沢織を自

ら発信できる、そして米沢織に興味を持ってくれる方を増やしこの素晴らしい伝統や技術が後世に残ってい

けるよう、また世界の方が nitorito を通じて米沢に興味を持って米沢を検索してもらえれば米沢織以外の豊

かな資源を発見してくれると信じて活動しています。 

 
 

 
❖作者の想い、こだわり・地域との関わり 

はじめまして、nitorito です。ニットと織と=「knit to ori to」とい言葉を組み合わせて「nitorito」が誕生

しました。 

“nitorito(ニトリト)"という言葉からニットや織物を連想しテキスタイルに馴染みのない方にも親しんでも

らいたいという思いを込めています。私たちの企画は素材から始まり、テキスタイルデザインから生産まで

のものづくりが一貫して米沢で行われています。米沢の豊かな自然や歴史、文化は nitorito のテキスタイル

イメージにつながっています。 

made in YONEZAWA に誇りを持って。山を越えて米沢の素晴らしさを届けたいという決意のもと、私たち

は日々ものづくりと向き合っています。沢山の想い、米沢の恵みを通して相手に幸せを与える事が出来たな

ら、それはきっと、新たな幸せへと繋がっていくでしょう。 

 
 

https://nitorito.com/
https://www.instagram.com/nitorito_nitorito/
https://www.facebook.com/nitorito.madeinYONEZAWA/
https://nitorito.com/
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❖商品情報 

 

 ブランド名  nitorito 

 商品名  mountain&moon-gray 

 一般名称  stole 

 素材  co64% wo36% 

 製造担当者  鈴木 健太郎 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  80cm x 180cm 

 商品重量   

    

    

 

見上げると 360 度山に囲まれ、星や月をすぐ近くに感じる
事ができる米沢の冬空をイメージしたストール。３色の糸
を使って透明感のある冬の空色を表現したこだわりの一枚
です。巻き方によってグレーを見せたり、空色を見せたり
と楽しむことが出来ます。 

  

 

 ブランド名  nitorito 

 商品名  dot-blue 

 一般名称  stole 

 素材  co76% cupro22% L2% 

 製造担当者  鈴木 健太郎 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  110cm x 110cm 

 商品重量   

 
 
熟練の職人の手によって次のひと房へと織り込む姿を見る
と手に品格を感じてしまう。それほど大変な作業ではある
が出来上がりのストールを見ると誰が見ても納得の仕上が
りになっています。ドット柄でありながらリバーシブルで
気分に合わせて使い分けが出来る優れたストールです。手
触りは再生繊維のキュプラを使用しているので薄くて軽
い。サラリとした風合いはオールシーズン使用できるほど
巻き心地が良いです。男女問わず楽しんで使う事が出来き
る色使いを意識してちょっとしたお出かけの時には重宝す
る 1 枚です。是非手に取って巻き心地を味わってください。 

 

 

   

 

 ブランド名  nitorito 

 商品名  dot-navy 

 一般名称  stole 

 素材  co76% cupro22% L2% 

 製造担当者  鈴木 健太郎 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  110cm x 110cm 

 商品重量   

 
 
熟練の職人の手によって次のひと房へと織り込む姿を見る
と手に品格を感じてしまう。それほど大変な作業ではある
が出来上がりのストールを見ると誰が見ても納得の仕上が
りになっています。ドット柄でありながらリバーシブルで
気分に合わせて使い分けが出来る優れたストールです。手
触りは再生繊維のキュプラを使用しているので薄くて軽
い。サラリとした風合いはオールシーズン使用できるほど
巻き心地が良いです。男女問わず楽しんで使う事が出来き
る色使いを意識してちょっとしたお出かけの時には重宝す
る 1 枚です。是非手に取って巻き心地を味わってください。 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  nitorito 

 商品名  rain-yellow 

 一般名称  stole 

 素材  co55% cupro27% wo18% 

 製造担当者  鈴木 健太郎 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  70cm x 160cm 

 商品重量   

    

    

 

ポツリポツリと雨が降り、雨粒たちが波紋を作る様子を、
点と線の繊細なジャカード編みで表現しました。身にまと
うと左右の柄の違いや色合わせの面白さを感じることがで
きます。ベースはキュプラと綿を組み合わせており、肌に
すっと馴染んでいく柔らかな風合いに仕上がっておりま
す。 

 

 

 ブランド名  nitorito 

 商品名  rain-navy 

 一般名称  stole 

 素材  co55% cupro27% wo18% 

 製造担当者  鈴木 健太郎 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  70cm x 160cm 

 商品重量   

    

    

 

ポツリポツリと雨が降り、雨粒たちが波紋を作る様子を、
点と線の繊細なジャカード編みで表現しました。身にまと
うと左右の柄の違いや色合わせの面白さを感じることがで
きます。ベースはキュプラと綿を組み合わせており、肌に
すっと馴染んでいく柔らかな風合いに仕上がっておりま
す。 

 

 
 ブランド名  nitorito 

 商品名  hamura-navy 

 一般名称  stole 

 素材  co55% cupro27% wo18% 

 製造担当者  鈴木 健太郎 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  70cm x 160cm 

 商品重量   

    

    

 

葉が光を浴びながら重なりあっている様子を幾何学模様へ
と落とし込んだフリンジ付きのストール。しっかりとした
風合いで、包まれるととても暖かく、安心感があります。
フリンジ止めを付けたままでも、切り離しても。どちらで
も楽しむ事が出来ます。 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  nitorito 

 商品名  harigane-green&navy 

 一般名称  stole 

 素材  co7% wo93% 

 製造担当者  鈴木 健太郎 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  65cm x 160cm 

 商品重量   

    

    

 

毛足の長いフサフサが付いたボリューム感のあるストー
ル。実は、裏から見ると針金のように細い線で「ニトリト」
とロゴが散りばめてあります。 

  

 

 

 

 ブランド名  nitorito 

 商品名  oh,ohori-yellow 

 一般名称  stole 

 素材  co29% wo71% 

 製造担当者  鈴木 健太郎 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  60cm x 180cm 

 商品重量   

    

    

 

米沢は上杉家の城下町。公園に行くとお堀があります そ
のお堀をモチーフにストールを完成させました。４色の色
がそれぞれバランスよく調和されています。ウールと綿の
組み合わせで首に巻いても心地よく、大判サイズなので羽
織ってもコートの代わりになるくらい暖かく包まれます。
色は３色展開 メンズに向くカラーも準備しています。 

  

 

 ブランド名  nitorito 

 商品名  mauntain&moon-camel 

 一般名称  stole 

 素材  co64% wo36% 

 製造担当者  鈴木 健太郎 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  80cm x 180cm 

 商品重量   

    

    

 

見上げると 360 度山に囲まれ、星や月をすぐ近くに感じる
事ができる米沢の夜空をイメージしたストール。３色の糸
を使って深みのあるナイトブルーを表現したこだわりの一
枚です。巻き方によってキャメルを見せたり、ナイトブル
ーを見せたりと楽しむことが出来ます。また、ベッドスロ
ーとしても活躍できるインテリアストールです。 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  nitorito 

 商品名  mountain&moon-camel 

 一般名称  stole 

 素材  co64% wo36% 

 製造担当者  鈴木 健太郎 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  80cm x 180cm 

 商品重量   

    

    

 

見上げると 360 度山に囲まれ、星や月をすぐ近くに感じる
事ができる米沢の夜空をイメージしたストール。３色の糸
を使って深みのあるナイトブルーを表現したこだわりの一
枚です。巻き方によってキャメルを見せたり、ナイトブル
ーを見せたりと楽しむことが出来ます。 

 

  

 

 ブランド名  nitorito 

 商品名  wadachi-khaki&gray 

 一般名称  stole 

 素材  co47% wo53% 

 製造担当者  鈴木 健太郎 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  70cm x 170cm 

 商品重量   

    

    

 

一面の雪景色の中に道だけが浮かび上がって見える、米沢
の冬の様子を描いたフリンジのストール。２色をミックス
させながら作った、奥行きのある nitorito にしか出来ないチ
ェック柄です。フリンジ止めを付けたままでも、切り離し
ても。どちらでも楽しむ事が出来ます。 

  

 

 ブランド名  nitorito 

 商品名  hamura-beige&navy&wine 

 一般名称  stole 

 素材  co47% wo53% 

 製造担当者  鈴木 健太郎 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  80cm x 180cm 

 商品重量   

    

    

 

葉が光を浴びながら重なりあっている様子を幾何学模様へ
と落とし込んだフリンジ付きのストール。しっかりとした
風合いで、包まれるととても暖かく、安心感があります。
フリンジ止めを付けたままでも、切り離しても、どちらで
も楽しむ事が出来ます。 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  nitorito 

 商品名  sansai-gray&navy 

 一般名称  stole 

 素材  co78% cupro22% 

 製造担当者  鈴木 健太郎 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  70cm x 160cm 

 商品重量   

    

  
春になると芽吹く山の恵み、山菜。山の中へ探しに行くと、
たくさんある草木の中からキラリと光って見えてくるのが
不思議で、すっかり山菜採りに夢中になります。たらの芽
やこごみ、ふきのとうなど様々な山菜を、繊細なベロアの
線描で表現しています。ぜひ、山菜探しをしてみてくださ
い！ベースはキュプラと綿を組み合わせており、肌にすっ
と馴染んでいく柔らかな風合いに仕上がっております。 
カラーバリエーションは 2 配色あります！ 

 

 

 

 
 ブランド名  nitorito 

 商品名  nitorito mask 

 一般名称  mask 

 素材  co pe 

 製造担当者  鈴木 健太郎 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  男女兼用 free size 

 商品重量   

    

    

 

米沢織で作ったカラフルなマスク。その日の気分や着てい
る服によってマスクを選べるファッションアイテムです。
天気の可愛いアイコンをモチーフにしたマスクやレトロな
ロボット達が並んでいるマスクです。思わずクスッと笑え
るモチーフを意識しています。 

  

 

 ブランド名  nitorito 

 商品名  rain-white 

 一般名称  stole 

 素材  co55% cupro27% wo18% 

 製造担当者  鈴木 健太郎 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  70cm x 160cm 

 商品重量   

    

    

 

ポツリポツリと雨が降り、雨粒たちが波紋を作る様子を、
点と線の繊細なジャカード編みで表現しました。身にまと
うと左右の柄の違いや色合わせの面白さを感じることがで
きます。ベースはキュプラと綿を組み合わせており、肌に
すっと馴染んでいく柔らかな風合いに仕上がっておりま
す。 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  nitorito 

 商品名  tanbo-navy 

 一般名称  stole 

 素材  co66% wo34% 

 製造担当者  鈴木 健太郎 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  80cm x 180cm 

 商品重量   

    

    

 

米沢の田園風景から発想した豊かな彩りのストール。様々
な大きさのブロックと細いラインのみを使った柄ですが、
巻き方によって色々な表情が楽しめます。滑らかな綿のグ
ランドの上にウールのパイルが編み込まれているため、と
ても柔らかな肌触りです。ウールのパイルはクレヨンで塗
りつぶしたような、ざっくりとした表情です。 

 

 

 ブランド名  nitorito 

 商品名  bonfula-navy 

 一般名称  stole 

 素材  co37% wo63% 

 製造担当者  鈴木 健太郎 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  80cm x 180cm 

 商品重量   

    

    

 

米沢といえば米沢牛。角、頭、たくましい脚など牛の骨を
モチーフにした迫力のあるストール。身につけると印象は
変化し、ネイビーとオフホワイトのコントラストが美しい
１枚です。また、裾の部分にはストライプに透け感を持た
せて、軽やかに身につける事ができるようデザインしてい
ます。 

   

 

 ブランド名  nitorito 

 商品名  bonfula-navy 

 一般名称  stole 

 素材  co37% wo63% 

 製造担当者  鈴木 健太郎 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  80cm x 180cm 

 商品重量   

    

 米沢といえば米沢牛。角、頭、たくましい脚など牛の骨を
モチーフにした迫力のあるストール。身につけると印象は
変化し、ネイビーとオフホワイトのコントラストが美しい
１枚です。また、裾の部分にはストライプに透け感を持た
せて、軽やかに身につける事ができるようデザインしてい
ます。ベッドスローとしても活躍できるインテリアストー
ルです。 

 

 


