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│ 正絹羽毛ふとん │ 

❖企業概要 

 

  事業者番号 D-YG9005 

 会社名 日本語 正絹羽毛ふとん株式会社 

 会社名 英語  Syouken umou futon Co.,Ltd  

 創業・設立年  1984  

 業 種  寝具製造・卸・販売企画・販売員
派遣  

 主要製品  羽毛寝具・健康寝具・その他の寝
装品および関連製品・水素入浴・ 
水素シャワー  

 郵便番号  992-0056 

 会社住所  山形県米沢市直江町 6-10 

 代表者  村石 力弥 

 ＴＥＬ  0238-23-2929 

 ＦＡＸ  0238-22-1655 

 ＵＲＬ http://syouken21.com 

 EC サイト  

 主な販売チャネル  店舗販売・催事販売・国内 EC サイト 

 国内外 EC 販売実績  楽天 

 対応言語  日本語・中国語 
 

 
 

 

 

   

 

 
❖創業者の想い・創業当時のエピソード 

私の生家は米沢の織元でした。その歴史の中で、3 代目の私は米沢織の生地で羽毛ふとんの製造を始め

ました。当時、米沢織のシルク生地に手描き友禅という伝統技法で描いた羽毛ふとんはお客様に大変喜

ばれ、大反響でした。そのような中、米沢には素晴らしい効果を持つ鉱石があることを発見し、次の時

代を見据えて山形大学工学部との産学連携の研究をスタートさせました。その結果、この鉱石は遠赤外

線の放射率が高く、他にも優れた効果があることが確認できました。また良質な鉱石として高い評価を

得ていることもあり、健康面で非常に良いことも分かりました。この鉱石を特殊加工し繊維に練り込み、

健康寝具の開発を行っています。鉱石を練り込んだ繊維を使用した健康寝具は血流を良くし、体温や免

疫力のアップが期待できます。現在は、日本国内で好評になりました。これからは全世界に向けて販売

したいと考えております。 

 
 

 
❖作者の想い、こだわり・地域との関わり 

弊社が拠点を置く山形県米沢市は、伊達家や上杉家をはじめとし、多くの歴史に名を残した大名や武将

のゆかりのある地です。特に江戸時代以降、上杉家の城下町として栄え「なせば成る」の言葉で有名な 

米沢藩第 9 代藩主 上杉鷹山公が興した「米沢織」によって、天下に名を轟かせた織物産業の地でもあ

ります。米沢市は「米沢織」を源流として、先代が愛してやまなかった上杉武士の「愛と義」の精神で、

素材を厳選し、他社が真似できないオリジナル健康商品を自社開発しました。社員一同は卓越した技能

と、経験豊富な製造がお客様に喜んでいただける商品の提供に日々努めております。 
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│ 正絹羽毛ふとん│ 

❖商品情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※サイズ変更可能 

 ブランド名  ゼオテックスⓇ 

 商品名  ゼオテックスⓇ ブランケット 

 一般名称  ブランケット 

 素材  表地：ポリエステル 100％ 充填物：
ゼオテックスわた（天然鉱石練り込
み）裏地：綿パイル    

 製造担当者  久米澤 ゆかり 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  S : 140 × 200cm  D : 180 × 200cm  
Q : 200 × 200cm 

   
 商品重量  S : 1.9kg  D : 2.6kg  Q : 3.0kg 

 

遠赤外線・消臭・調湿・有害物質吸着・抗菌・防ダニ・防
カビ作用があり、質の良い睡眠で免疫力が上がる多機能寝
具です。表地は肌触りの良い生地、裏生地は通気性が良く
天然鉱石入パイル生地です、春夏秋冬、一年通してお使い
いただけます。家庭洗濯機で洗えます。冷え症・足腰が痛
い・肩凝りがつらい・眠りが浅い方へお勧めです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※サイズ変更可能 

 ブランド名  ゼオテックスⓇ 

 商品名  ゼオテックスⓇ 敷パット 

 一般名称  敷パット 

 素材  表地：ポリエステル 100％ 充填物：
ゼオテックスわた（天然鉱石練り込
み）裏地：綿パイル    

 製造担当者  久米澤 ゆかり 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  S : 100 × 200cm    D : 140 × 200cm 
Q : 180 × 200cm  

   
 商品重量  S : 1.7kg D : 2.3kg   Q : 2.8kg 

 

遠赤外線・消臭・調湿・有害物質吸着・抗菌・防ダニ・防
カビ作用があり、質の良い睡眠で免疫力が上がる多機能寝
具です。ブランケットと併せて使用すると更に良い効果が
期待できます。敷パットの 4 隅ゴム付き、着脱がとっても
ラクで、家庭洗濯機で洗えます。一年通してお使いいただ
けます。冷え症・足腰が痛い・肩凝りがつらい・眠りが浅
い方へお勧めです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※生地・サイズ変更可能 

 ブランド名  ゼオテックスⓇ 

 商品名  ゼオテックスⓇ 健康高級ALDS羽毛

ふとん  一般名称  羽毛ふとん 

 素材  表地：長綿 100％ 充填物：カナダ
産ホワイトダックダウン 90％ 裏
地：長綿 100％（天然鉱石練り込み
生地） 

   

 製造担当者  久米澤 ゆかり 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  S : 150 × 210cm  D : 90 × 210cm 
Q : 200 × 210cm  

   
 商品重量  S : 2.2kg   D : 2.8kg   Q : 3.2kg 

 

羽毛移動防止構造「ALDS」を使用しております。羽毛吹込
み口に特殊な弁を設け、長期間使用しても羽毛が移動しな
い構造で、通常のキルトよりマチを高くすることで、羽毛
がより均一に膨らみます。更に、生地は天然鉱石を練り込
んで、免疫力 UP・保温性・フィット性が格段に優れ、寒冷
地でもぐっすり熟睡できる温かい羽毛ふとんです。充填物
はカナダ産以外にもハンガリー産・ポーランド産などの最
高品質の羽毛も取り扱っております。「ALDS」とは：Air  Lock  
Down  Structure 

2



│ 正絹羽毛ふとん│ 

❖商品情報 

  ブランド名  ゼオテックスⓇ 

 商品名  ゼオテックスⓇ 温活アイマスク 

 一般名称  アイマスク 

 素材  表地：ポリエステル 100％ 充填物：
ゼオテックスわた（天然鉱石練り込
み）裏地：綿パイル    

 製造担当者  久米澤 ゆかり 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  23cm × 9.5cm 

 商品重量  0.1kg 

    

 

天然鉱石パワー（遠赤外線）でこめかみ周辺まで温めて血
行を良くし、大切な目の疲れをスッキリ癒します。目元に
あたる部分は柔らかいパイル地を使用しています。マジッ
クテープの部分は調整ができ、お顔にフィットします。 

 

  ブランド名  ゼオテックスⓇ 

 商品名  ゼオテックスⓇ 温活足首サポー

ター  一般名称  足首サポーター 

 素材  表地：ポリエステル 90％・ナイロン
10％ 充填物：ゼオテックスわた
（天然鉱石練り込み）裏地：ポリエ
ステル 90％・ナイロン 10％    

 製造担当者  久米澤 ゆかり 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  8cm × 35cm 

 商品重量  0.2kg 

    

 

天然鉱石のパワーで日頃から足元を温める事により、血行
を良くし、様々な症状から自分の体を守ってくれます。足
が冷えて辛い・熟睡ができない・長時間立ち仕事で疲れが
とれない方へお勧めです。 
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│ ネムール │ 

❖企業概要 

 

  事業者番号  

 会社名 日本語 ネムール株式会社 

 会社名 英語  Nemours 

 創業・設立年  1948 年 

 業 種  各種商品卸売業 

 主要製品  寝装寝具、繊維商品 

 郵便番号  990-0071 

 会社住所 山形県山形市流通センター2－8－4  

 代表者  佐藤裕樹 

 ＴＥＬ  023-633-3582 

 ＦＡＸ  023-633-0048 

 ＵＲＬ http://www.nemours.jp 

 EC サイト  

 主な販売チャネル  小売店 

 国内外 EC 販売実績   

 対応言語  日本語 

  
 

 

 

 

 

   

 

 
❖創業者の想い・創業当時のエピソード 

弊社は創業 70周年を迎える寝具製造・卸売会社です。売上構成としては OEM 主体で株式会社ポーラ、

パナソニック株式会社といった大手メーカー約 30 社へオリジナル寝具類を提供しております他、全国

の小規模小売店約 200 店舗へ卸売りをしております。わたしたちが大切にしている「経営理念」の一つ

が「共存共栄」です。自社だけでなく、実際にエンドユーザーに製品を提供している小売業の皆様が自

信を持って良質な製品を販売出来、かつ顧客満足度を高めてくことが重要であると考えております。ま

た、当社製品においては大半の製品が第三者機関である公共団体・施設の測定・試験・承認・推奨を経

た後、販売しており、品質に妥協をしない姿勢が当社の強みであると自負しております。その結果が、

顧客からの信頼を受け、70 年もの長きに渡り企業が継続してきた理由であると感じております。また、

近年は単なる卸売りから脱却し、付加価値の高い自社製品の開発・製造を行うべく製品開発に力を入れ

てきました。 

 
 

 
❖作者の想い、こだわり・地域との関わり 

①クールハンカチ 

片面に今治産タオル地、片面に触ったらひんやりする生地「ゼロクール」を使用。ゼロクールは、第 6

回ものづくり日本大賞の繊維部門にて優秀賞を受賞した弊社が企画した生地です。オリジナル柄に加工

することもできるので、毎年販売量が増加しております。 

②クールマスク 

肌側のゼロクールがムレにくくひんやりと爽やかな着け心地があり、コロナ禍で販売量が増えました。 

 
 

① ② 
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│ ネムール │ 

❖商品情報 

 
 ブランド名  ゼロクール 

 商品名  クールハンカチ 

 一般名称  ハンカチ 

 素材  表：綿 100％ 裏：ポリエチレン
50％、ポリエステル 50％ 

   

 製造担当者  佐藤 圭太 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  約 23×23cm 

 商品重量  約 10g 

    

 

片面に今治産タオル地、片面に触ったらひんやりする生地
「ゼロクール」を使用。ゼロクールは、第 6 回ものづくり
日本大賞の繊維部門にて優秀賞を受賞した弊社が企画した
生地です。オリジナル柄に加工することもできるので、毎
年販売量が増加しております。 

  

 
 ブランド名  ゼロクール 

 商品名  クールマスク 

 一般名称  マスク 

 素材  表：綿 100％ 裏：ポリエチレン
50％、ポリエステル 50％ 

   

 製造担当者  佐藤 圭太 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  約 14×16cm 

 商品重量  約 10g 

    

 

肌側にゼロクールの生地を使っており、ムレにくくひんや
りと爽やかな着け心地があり、コロナ禍で販売量が増えま
した。 
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│ 阿部産業 │ 

❖企業概要 

 

  事業者番号  

 会社名 日本語 阿部産業株式会社 

 会社名 英語  ABE SANGYO CO.,LTD 

 創業・設立年  1818 

 業 種  室内履き製造業 

 主要製品  室内履き 

 郵便番号  999-3512 

 会社住所  山形県西村山郡河北町谷地中央 3-3-2 

 代表者  阿部 弘俊 

 ＴＥＬ  0237-73-2141 

 ＦＡＸ  0237-73-2110 

 ＵＲＬ http://www.abesangyo.jp/ 

 EC サイト（国内） https://abe-
homeshoes.myshopify.com/ 

 
 主な販売チャネル   

 国内外 EC 販売実績   

 対応言語  日本語 

  
 

 

 

 

   

 

 

 
❖創業者の想い・創業当時のエピソード 

山形県河北町は、履き物の町として大正時代は草履、昭和の中頃からはスリッパ生産量日本一の町とし

て知られています。1919 年（大正 8 年）、初代阿部才吉が阿部才吉商店を興し草履表の仲買い・製造

を始めました。昭和 42 年、2 代目阿部才吉は生活様式の変化を見据えて、都内百貨店をターゲットに

したオリジナル高級スリッパの製造に移行しました。平成 11 年、3 代目となる阿部弘俊が代表取締役

社長に就任すると、これまでのような百貨店問屋に依存した経営の将来性に疑問を抱き、OEM と並行

してオリジナル商品の開発を始め、グッドデザイン賞や山形県エクセレントデザイン賞など数々の賞を

受賞しました。その後、他社との差別化を図る目的で、当社商品の名称をスリッパから「HOME SHOES

（ホームシューズ）」と改め、一貫して履き心地の良さに拘ったホームシューズを作り続けています。 

 
 

 

 
❖作者の想い、こだわり・地域との関わり 

草履の時代はもちろん、ホームシューズの製造も一つひとつ丁寧に手作りで作っています。 履き物の

製造は手作業によるところが大きいので、昔から近隣の女性に頼るところが大きく、地元のおばあちゃ

んによる内職もスリッパ産業の担い手として重要な役割を果たしていました。地場産業と言われる所以

です。今でも社員の 9 割は女性で、すべての工程において活躍しています。 
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│ 阿部産業 │ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  ABE HOME SHOES 

 商品名  バブーシュ（帆布） 

 一般名称  室内履きスリッパ 

 素材  綿、PVC、ウレタン樹脂、EVA 樹脂他 

   

 製造担当者   

 製造地  山形県河北町 

 商品サイズ  kids～XL 

 商品重量  90g～196g 

    

 

・ 7 色 5 サイズのラインナップから選べます。 
・ 帆布生地だから洗濯機で、丸洗いできます。 
・ 足にやさしい履き心地を追求したら、防音性も高まり
ました。 

・ 左右が同じ形なので、ときどき入れ替えて履くと長持
ちします。 

 

 

 ブランド名  ABE HOME SHOES 

 商品名  麻のスリッパ「さふら」 

 一般名称  室内履きスリッパ 

 素材  麻、綿、PVC、ウレタン樹脂、EVA 樹
脂他 

   

 製造担当者   

 製造地  山形県河北町 

 商品サイズ  M・L 

 商品重量  122g、140g 

    

 

名前の由来は紅花の英名：safflower（サフラワー）から。紅
花で染めあげたモヘア糸をさふらのふちに縫い留め、時間
と手間を惜しまず染めあげる紅花染のように一つひとつ丁
寧に作りました。足をふわりと包み込む軽くて優しい履き
心地をぜひお試しください。付属の袋はさふらの持ち運び
にはもちろん、旅の小物入れとしても重宝します。 
・ベージュ、ブラウン M・L 
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│ 河内スリッパ │ 

❖企業概要 

 

  事業者番号  

 会社名 日本語 河内スリッパ  

   会社名 英語   

 創業・設立年  1955 

 業 種  スリッパ製造販売 

 主要製品  高級スリッパ（室内履用） 

 郵便番号  999-3511 

 会社住所  

 

 

 

山形県河北町谷地砂田 38 

 代表者  河内 秀夫 

 ＴＥＬ  0237-73-4048 

 ＦＡＸ  0237-73-3754 

 ＵＲＬ https://slippers.kahoku-
shokokai.jp/manufacturer/ 

 

 EC サイト  

 主な販売チャネル   

 国内外 EC 販売実績   

 対応言語  日本語 

  
 

  

 

 

  

 

 

 
❖創業者の想い・創業当時のエピソード 

米生産の副産物として大量に出る「藁」を利用した農家の草履づくりが河北町スリッパの起源といわれ

ています。1941年（昭和 16 年）、山形県の草履生産量は日本一を誇っていましたが、終戦後生活様式

が急速に変わり、履物も足袋から靴下へ、草履・下駄からスリッパ・サンダル・靴へと変化してきまし

た。1955 年（昭和 30 年）、弊社はいち早くスリッパ製造を開始し、現在のスリッパ生産日本一の礎を

築くとともに、その優れた技術を現在に伝えております。 

 
 

 

 
❖作者の想い、こだわり・地域との関わり 

小さな工場で 97 歳の社長を中心に丈夫で履きやすいスリッパづくりをモットーに製造しております。

長年培った確かな技術と丁寧な仕事で、時代のニーズに合った製品をご提供しております。これからも

皆様の足元へ、夏は涼しく、冬はぬくもりのあるスリッパをお届けして参ります。 
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│ 河内スリッパ │ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  河内スリッパ 

 商品名  紅花刺繡スリッパ（前開き、ピタフ
ィット付）    

 一般名称  室内用スリッパ 

 素材  綿 100%、い草（畳） 

 製造担当者  岡田 かづ子 

 製造地  山形県西村山郡河北町 

 商品サイズ  M（23-26cm）、L（26-28.5cm） 

 商品重量  M 200g、L 230g 

    

 

紅花は山形県花であり河北町の「町の花」です。当地では
室町時代の昔から紅花が盛んに栽培され、江戸時代から明
治初期にかけては最上川舟運の集積地として栄え、上方文
化と直結した優れた文化遺産を残してきました。伝統ある
河北スリッパの歴史とレガシーを表現してみました。       
色：カーキ、レッド、ブルー 

 

 

 ブランド名  河北スリッパ 

 商品名  唐草長寿草履 

 一般名称  室内用草履 

 素材  綿 100%、い草（畳） 

 製造担当者  岡田 かづ子 

 製造地  山形県西村山郡河北町 

 商品サイズ  S (20-23cm)、M (23-26cm)、 
L (26-28.5cm)    

 商品重量  S 180g、M 190g、L 240g 

    

 

生命力が強く途切れる事無く蔓を伸ばしていく事から「繁
栄、長寿」の意味があり、縁起の良い唐草模様。「健康、長
寿」の願いを込めて一つ一つ丁寧に作り上げました。 

 

 
 ブランド名  河北スリッパ 

 商品名  唐草長寿スリッパ 

 一般名称  室内用スリッパ 

 素材  綿 100%、い草（畳） 

 製造担当者  岡田 かづ子 

 製造地  山形県西村山郡河北町 

 商品サイズ  S (20-23cm)、M (23-26cm)、 
L (26-28.5cm)    

 商品重量  S 180g、M 200g、L 230g 

    

 

生命力が強く途切れる事無く蔓を伸ばしていく事から「繁
栄、長寿」の意味があり、縁起の良い唐草模様。「健康、長
寿」の願いを込めて一つ一つ丁寧に作り上げました。 
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│ 河内スリッパ │ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  河北スリッパ 

 商品名  LUCE sotonui（ルーチェ外縫い） 

 一般名称  室内用スリッパ 

 素材  コーデュロイ（綿 100％） 

 製造担当者  岡田 かづ子 

 製造地  山形県西村山郡河北町 

 商品サイズ  S (20-23cm)、M (23-26 ㎝)、 
L (26-28.5cm)、LL (30cm)     

 商品重量  S 130g、M 150g、L 200g、LL 250g 

    

 

軽くて温かくオシャレなステッチ入り外縫いスリッパ。ベ
テラン職人が一足一足丁寧に仕上げ履き心地抜群。カラー
バ リ エ ー シ ョ ン 8 色 。 お 気 に 入 り を 足 元 に ！           
色：レディーレッド、オリーブグリーン、ブラック、ハニ
ーイエロー、アッシュグレー、コバルトブルー、チョコレ
ートブラウン、ナチュラルホワイト          

 

 

 ブランド名  河北スリッパ 

 商品名  さらりっぱ（草履） 

 一般名称  室内用草履 

 素材  綿 100%、間伐材使用の和紙 

 製造担当者  岡田 かづ子 

 製造地  山形県西村山郡河北町 

 商品サイズ  M（23-26cm）、L（26-28.5cm） 

 商品重量  M 220g、L 240g 

    

    

 

「足は第二の心臓」足の健康は全身の活力を生みます。外
反母趾・内反小趾など足のトラブル防止。リラックスタイ
ムにどうぞ！ 

 

 

 ブランド名  河北スリッパ 

 商品名  さらりっぱ（前開き） 

 一般名称  室内用スリッパ 

 素材  綿 100%、間伐材使用の和紙 

 製造担当者  岡田 かづ子 

 製造地  山形県西村山郡河北町 

 商品サイズ  M（23-26cm）、L（26-28.5cm） 
（左右あり）    

 商品重量  M 200g、L 230g 

    

 

間伐材を利用しパイル状にした和紙糸マットを中敷きに使
った前開きタイプスリッパ。硬めのコシが足裏に心地よく、
丸洗いも出来る軽い履き心地！ 
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│ 河内スリッパ │ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  河北スリッパ 

 商品名  どっと草履（和紙マット） 

 一般名称  室内用草履 

 素材  綿 100%、間伐材の和紙 

 製造担当者  岡田 かづ子 

 製造地  山形県西村山郡河北町 

 商品サイズ  M（23-26cm）、L（26-28.5cm） 

 商品重量  M 200g、L 240g 

    

    

 

足裏に心地よく、さらりとした感触。ボーダー柄の和紙マ
ットで足元から元気にと作りました。                                       
色：ピンク、イエロー、グリーン、ブルー 

  

 

 ブランド名  河北スリッパ 

 商品名  カラフルソフトスリッパ 

 一般名称  室内用スリッパ 

 素材  甲-綿100%、中敷-ポリエステル30%、
綿 70%    

 製造担当者  岡田かづ子 

 製造地  山形県西村山郡河北町 

 商品サイズ  S (20-23cm)、M（23-26cm)、 
L（26-28cm）    

 商品重量  S  120g、M 150g、L 180g 

    

 

型崩れなし。丸洗い OK。コロナ禍の中、足元から元気に
との思いを込めて作りました。                 
色：ピンク、イエロー、グリーン、ブルー、ホワイト、ブ
ラック（6 色） 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

11


