


■ブランドコンセプト

クラシック、ミリタリー、モード、カジュアル、エレガント、様々なジャンル、アイテムに
“Fit in well” し、上質な素材を用いシンプルでいて、細部のディティールが効いたこなしニット。
ボーダーレスでエイジレス。
今までにないニットアイテムを発信するブランドです。

トラディショナルな様式にトレンドを取り入れ存在感と遊び心に富んだライン。

青山骨董通りに店舗を構えるドメスティックのニットブランド。
上質な素材、カシミヤ、カシミヤシルク、シルクリネン、コットンなどの天然繊維に拘りパンツや
Tシャツ、ブルゾンやジャケット、帽子やストールなど、幅広いアイテムを提案しニットの概念を
覆すべく、様々なテイストを発信し続けている。
素材や編み方に変化を持たせ、シーズン、シーンに沿ったアイテムをニットで追求し、その折々に
合う通年着られるコーディネートを提案。
サスティナブル、エシカルなどが声高に主張される昨今流行に左右されない上質なアイテムを永く
様々なスタイルで楽しみながら愛用し続けることこそが真のエコロジーで、そんな普遍的に愛され
るニットアイテムへの追求と成長を繰り返している。

イタリア糸を筆頭に、より上質な素材でシンプルなアイテムに拘りを詰め込んだべーシック
ライン。



Over view

商号　株式会社ウォーカーズ
本社　東京都港区南青山5-17-7  南青山エービービル　210号
電話　 03-6419-7266
FAX　 03-6419-7267

代表取締役社長　笹岡　昌平
監査役　佐久間 将司（EMZ税理士法人）
主たる事業　紳士服、婦人服、企画製造販売

平成22年7月　株式会社アニールインターナショナル設立
平成25年4月　beachwalkers グループに加入
平成25年8月　青山骨董通り”Vandori青山本店”Open
平成26年5月　代表取締役社長に笹岡 昌平が就任

資本金：1350万

主要取引先 ： 株式会社三越伊勢丹
　　　　　   株式会社高島屋
　　　　　   株式会社和光
　　　　　   株式会社ビームス
　　　　　   他、全国インポート / セレクトショップ
　　　　　   ショップチャンネル（オリジナルブランド）

銀行　みずほ銀行　恵比寿支店
口座番号：普通　1428519
口座名：株式会社ウォーカーズ



■店舗情報

ニットに携わり 40年の弊社クリエイティブディレクター笹岡昌平 監修の下
独特な色使いや旬なアイテムをシーズンコンセプトに落とし込んだコレクションは毎シーズン異なる
テイストで顧客様にも永く愛され続けるブランドとして、業界内外からの指示も厚く、青山骨董通りに
構えた直営店は 8年目を迎えます。

Shop
Vandori 青山本店
〒107-0062
東京都港区南青山 6-2-2 102
TEL：03-6418-7832
FAX : 03-6418-7842

■笹岡　昌平
1955 年、神奈川県川崎市生まれ。
ラグジュアリーニットブランド、ブルブレとヴァンドリのクリエイティブディレクター。
大学卒業後、ニットアパレルメーカーのカレッジルナーに就職。
80年代には女子大生憧れのニットウェアブランド「Tea For Two」の
ディレクターとして辣腕をふるう。2001 年に同社を退社。
フリーの企画デザイナーとしてさまざまなブランドを手がけたのち
2009 年にブルブレを設立後、現在Vandori のクリエイティブディレクターに兼任。
時には糸から作り始めるなど徹底した素材主義の考えを貫き
メインドインジャパンによるラグジュアリーニットを発信している。



お家のリラックスタイムに
テレワークに
そのまま街着として　仕事へ　生きる　BluBre の ” LIVING  KNIT”　　

今回 BluBre では LIVING KINT と称してリラックスホームウェアを展開しております。
昨今お家時間が増えている中で、心身共に充実したものにするアイテムとして
肌ざわりと柔らかさ、心地よさを追求した 通年着られる LIVING KNIT です。

BluBre  HOME  COLLECTION

LIVING KNIT



■HP
vandori.jp

■Online Store
http://vandori.shop-pro.jp



LIVING KNIT



EMIL COTONI /Q380 コットンシリーズ
「DRESS.T」

.ドレスシャツ感覚で着るニット T/ シャツ
・Tシャツの気軽さとニットの凛々しさ
・世界最細コットン繊維とテクノロジーの融合

　超上質ニット T/S
・類希な耐久性、伸縮性の特性を持つ糸Q380 を使用
・極細糸の特性である身体との接地面が少ない編み地により、独特のシャリ感、しなやかさが
　湿気の多い日本でも清涼感があり快適に着ていただけます。
・密に編んでいる為、形崩れしにくく、ご家庭で洗濯可能なイージーケアアイテムになります。



Emilcotoni / エミルコットーニ社
エミルコトーニ社は 1987 年から高品質な綿糸専門の染色工場を母体にピアチェンツァで誕生。
その後 80年から 90年代には綿糸の創作、製造、販売に特化して成長発展を遂げ、
最新のテクノロジーを駆使した機械の導入し、世界でもトップの品質を誇るコットンヤーンメーカー。

Q380　コットン 100％
最高級のエジプトコットンGIZA45 の中でも特別区域で栽培された原綿わたを、380 番双糸という
超極細の糸をコード状にして、4ッ子取りという４本を糸を撚糸して１本の糸にしている
「世界最長繊維と最新テクノロジーの融合で驚き細さと軽さそして伸縮性を実現した唯一無二のコットン糸です。
極細、4ッ子、コード状で糸撚糸されているので、サラサラなドライタッチで軽く、伸縮性が特徴。
アイスコットンの名称の糸もこの紡績メーカーの糸でありますが、Q380 は数段格が上で原料自体が高く
某有名メゾンがほとんどの流通量をおさえているので大変稀少価値があります。

BluBre ではQ380 の糸を使用し、クルーネック、ヘンリーネック、スッキッパー、様々なアイテム
展開をしております。



Vandori HOME COLLECTION

Loro piana / ロロピアーナ
世界最高水準の高級カシミヤウールを取り扱うテキスタイルメーカー

一般的なウールの直径は 24ミクロン前後ですが、Vandori のロロピアーナシリーズは 14～15.5 ミクロンの
きめ細やかな繊維を使用している為、吸湿性と弾力性、鮮やかな発色、光沢を持ち合わせています。
今回日本の極細のスパン糸を撚糸し、ストレッチを効かせたことで、より柔らかく、滑らかな仕上がり
軽量を両立させて快適な着心地と他に類をみない風合いの仕上がりを実現させました。

体に沿った程よいフィット感を持たせつつも、窮屈感・締め付け感がなくストレスフリーで、最高品質のウールを
使用した極上の肌触りと、普遍的なデザインで、ベーシックなシルエットのファインゲージニットは
時代に左右されることなく永く愛用していただけます。



■BluBre / CARIAGGI  JAIPUR カシミヤシルクCollection

BluBre 定番のカシミヤシルクCollection の中でも一押しのアンサンブル
ストールと同様のCARRIAGGI  JAIPUR カシミヤ 70％シルク 30％を使用。
カシミヤのしなやかさとシルクの光沢感、とろみを兼ね備えた極上の肌触り。
体に Fit in well するよう設計されたサイジング、ニッティング（リンキング）
により思わず袖を通したくなる逸品。
五部袖で落ち着いた大人の余裕を感じさせるモックネックと伊達男を感じさせる
クラシックなカーディガンを羽織り艶っぽさ、ラグジュアリーなスタイル。
同素材で、クルーネックロングスリーブ、スタンド ZIPUP カラークルーネック、
ブロックカラークルーネック、タートル、多くのアイテムを展開しております。

BluBre HOME COLLECTION



1958 年、イタリアで創業の老舗紡績メーカー『CARIAGGI LANFICIO SPA』（カリアッジ社）の糸を
使用したニットストールコレクション。

世界の著名メゾン、ラグジュアリーブランドにカシミヤの梳毛、紡毛を提供するカリアッジ社の糸のみ
を使用し日本（山形）で生産。
稀少な機械（工場には 2台の鶴の編み機）で職人が一つ一つ手作業で生産しているストールは、
糸への妥協なき追求と職人の拘りから生まれた極上の逸品。



カシミヤ 70 シルク 30のダブルフェイスのストール　210×60　￥29,000

カリアッジ社のカシミヤシルク『2/56 JAIPUR』菱形、バイアスに成形編み。
20色のカラーより表と裏の色を自由に組み合わせ、オリジナルカラーが作成可能。

生産は日本国内（山形）のニッター。
編み物をバイアスに裁断して縫製するのではなく、バイアスでしかもリバーシブルに編む技術で
糸の風合いやよじれを出さないように丁寧にゆっくりとバイアスに目減らし成形で編んでいます。
カシミヤの上質な風合いとシルクの艶のドレープ感は、70：30 の黄金比率ならではの良質な肌触りです。
130×130 以上の大判になると、通常のニット編み機（自動機、手動機）では当商品のような風合いに
編むことは不可能であり、旧式の編み機（現存するのは世界に数台のみ）でしか編むことができません。
また仕上げの過程で、独自のトリートメント加工により、通常のカシミヤシルクでは難しいシルク勝ちの
とろみを実現し、最高の肌触りを追求した逸品です。

大判ストール　全 10種
ミニストール　全 5種
菱形以外には平行四辺形、長方形、ニットタイ
などのアイテムもございます。

伊勢丹、三越伊勢丹、高島屋、和光、百貨店様でのお取り組み実績があります。
各百貨店様にて毎シーズンMTO（メイド トゥ オーダー）を開催しております。



CARIAGGI LANIFICIO S.P.A（カリアッジ社）は世界中の名だたるラグジュアリーブランド
にカシミヤの梳毛、紡毛糸を提供するイタリアの紡績メーカーです。

1958年に創業して以来、高品質な糸を提供し続け、著名なラグジュアリーブランド・デザ
イナーの感性を刺激し続けています。HERMESやクルチアーニはその代表的なメゾンであ
り、高級ニットの代名詞となっています。
カリアッジ社の糸は原毛の繊維の幅が 15.5μ以下、長さが 38mm以上と決められています。
原毛となるカシミヤは、内モンゴルのアラシャン地方生息するカシミヤ山羊の原毛を使用
しています。アランシャン地方は独特の天候により寒暖差が 60度以上になり、このために
細くて長い繊細な毛を持つ山羊が育ちます。
定番の 2/28 100％ CASHMERE（28番双糸カシミヤ 100％）は 190色のカラーバリエー
ションがあり、最高品質の風合いのカシミヤをそろえ、品質だけではなく糸そのものや、
糸の色味のトレンドセッターになっています。
世界中のラグジュアリーブランド、デザイナーが愛してやまない糸を紡績し、ファッショ
ンの世界に彩りを与え続けています。

　BluBreに使用する糸について



■別注商品お取り組みについて
株式会社ウォーカーズでは自社企画、製造、小売、卸、ODM事業を行っております。
その為、弊社Vandori,BluBre ニットブランド、自社アイテムをベースに別注商品生産の
お取り組みを行っております。
クルーネック、タートルネックを始め、ジャケットや、コート、Gジャン、パンツ等、通常ニット
では実現が難しいアイテムにも精力的に取り組み、各地のニット工場協力の上、イタリア糸を始め
天然繊維を輸入し、自社独自の製法により他ブランドにはない、日本製アイテム、スタイルを
ご提案しております。
弊社カラーラインナップとは別に別注色、別注サイズ、他要相談で様々なご要望にご対応致します。
また国内生産の強みとしてミニマムロットで対応が可能です。

別注お取り組み方法
弊社ラインナップより企画開始　/　持ち込みのアイテムより企画開始

別注カラー決定

Sample　作成 ※Sample 代金は基本的にご請求致します。

サンプル作成期間は１ヶ月～１ヶ月半

1st Sample～ 3rd Sample

撮影用サンプルカラーも作成可能

御発注　　※国内生産の為、ミニマムロットでご対応可能です。
量産開始
御納品　　　　ご発注より３ヶ月～ご納品となります。



■別注お取り組み実績例

×

2020AW 京阪百貨店
TORADITIONAL　STANDARD

×

イタリア糸　CARIAGGI 社の JAIPURカシミヤシルクを使用した
ニットシャツ

国産製品の強みとしてミニマムロットでの生産が可能な為
各店舗様のNEES に合った別注アイテムのお取り組みが可能です。

ヴィンテージ図案を元に生まれた
陽気でハワイアンなニット T & ニットオープンカラーシャツ　
共にジャガード編み仕様

2020SS　株式会社ビームス
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ボーダレスでエイジレス
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	ブルブレストール説明1
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