
CHOOSE KNIT press release

史上初！遊べるオーダーニット絵本！
ニット工場発だからできる、いまだかつてない激カワ  オーダーギフト
絵本の世界を子供と一緒に遊びながら、ニット工場へセミオーダーができるまったく新しい商品です。

<報道・メディア関係者各位 > 2015年 3月 19日　株式会社ジャンル

クリエイティブプロダクションの株式会社ジャンル（代表取締役 大島宏之）が企画・販売、ニット製造業の大島
メリヤス株式会社（代表取締役 大島啓司）が製造を行う、ニットブランド "CHOOSE KNIT"（チューズニット）
は、キッズ向けギフト商品の新たなラインナップを本日より販売開始いたしました。
この商品は、絵本の物語を子供と一緒に遊びながら、ニット製品のセミオーダーを体験できる、いまだかつてな
い商品です。
‘オーダーを贈れる’ギフトとして人気を博してきたCHOOSE KNITが、”選ぶ楽しさ”の新提案をいたします。



//この商品について

//オーダーの流れ（ウールのマフラーオーダーキットの場合）

お子様向けミニマフラーを、歴史ある日本のニット工場にセミオーダーができるオーダーキットです。
絵本仕立ての本の中には楽しい仕掛けが盛りだくさん！ストーリーにそって、お子様と一緒に遊びながら、
マフラーの色・柄・刺繍を選んでオーダーできます。
オーダーいただいた製品は１つ１つ丁寧に生産し、約 4週間でお届け。
お子様と一緒に“選ぶ体験”を贈れる、世界に１つだけのギフトです。

オーダーキットを手に入れたら（もらったら）

逃げてしまった羊を沢山の動物の中から探しましょう。

残った動物たちは、牧場で自由に遊ばせてあげてください 約４週間後、探してくれた羊の色でつくったできたてのマフ
ラーをお届けします。

好きな色の二匹をオーダーカードに貼って、裏面の配送先など
を書いたら、トラック型封筒に乗せてポストへゴー

本の物語にそって困った工場長を助ける為に



★パッケージ内容

1 / オーダーカード

2 / 返信用トラック型封筒

3 / 動物イラストシール（71種類）

4 / シールを貼って遊べる牧場イラスト

5 / 商品説明書（本紙）

★選べる柄・色・刺繍
柄について
ケーブル柄かボーダー柄のどちらかをお選びいただけます。

色について

6色の中から 2色をお選びいただけます。

刺繍サービス

4文字までの英数字で、仕上がり製品に刺繍を入れることが可
能です。

サイズについて
幅 / 約 14cm　長さ / 約 70cm
※本製品は風合いを重視したニット製品の為、
　製品毎に微妙にサイズが異なります。

★ストーリー
舞台は架空の小さな島“ビックアイランド”。

この島には腕はいいけどおっちょこちょいな工場長のいるマフ
ラー工場と、様々な動物達が平和に暮らす牧場“ビックアイラ
ンドファーム”がありました。

その日も、せっせとマフラーを作っていた工場長。
そこに、まぼろしの動物“コットン（豚？）”を探しているという、
ひとりの冒険家がやってきました。

冒険家いわく、まぼろしの動物“コットン”の毛からは最高の
マフラーができるとか…

さあ、ここでみなさんの出番です！
牧場にはそれぞれ色の違う 6匹の“コットン”がいるはずです。

沢山の動物の中から“コットン”を探し出し、好きな色の 2匹を、
工場へ送ってあげてください。

お礼にその色の綿糸でつくった、
できたてのコットンのマフラーをプレゼントします。

コットンミニマフラー　オーダーキット
＜まぼろしのコットン（豚？）を探せ！の巻＞　        6,700円（税別）

//新商品ラインナップ 2



//新商品ラインナップ 2

★パッケージ内容

1 / オーダーカード

2 / 返信用トラック型封筒

3 / 動物イラストシール（71種類）

4 / シールを貼って遊べる牧場イラスト

5 / 商品説明書（本紙）

★選べる柄・色・刺繍
柄について
ケーブル柄かストライプ柄のどちらかをお選びいただけます。

色について

6色の中から 2色をお選びいただけます。

刺繍サービス

4文字までの英数字で、仕上がり製品に刺繍を入れることが可
能です。

★ストーリー
舞台は架空の小さな島“ビックアイランド”。
この島には腕はいいけどおっちょこちょいな工場長のいるマフ
ラー工場と、様々な動物達が平和に暮らす牧場“ビックアイラ
ンドファーム”がありました。

ある日、おっちょこちょいな工場長は、羊のマフラーをつくる
ために必要な羊たちをマフラー工場から逃がしてしまいます。
羊たちはビックアイランドファームへと逃げ込み、
他の動物達にまぎれて隠れてしまいました ...

「たいへんだ～！ これじゃマフラーが作れない。。。」

さあ、ここでみなさんの出番です！
逃げてしまった羊は、それぞれ色の違う 6匹。
沢山の動物の中から羊を探し出し、好きな色の羊を 2匹、工場
へ送ってあげてください。

お礼にその色の羊毛でつくった、できたての羊のマフラーをプ
レゼントします。

ウールミニマフラー　オーダーキット
＜マフラー工場から羊が逃げた！？の巻＞　　              10,500円（税別）



各種お問い合わせ先
株式会社ジャンル  担当：大島　Tel：03-5708-5460　E-mail：info@chooseknit.com

chooseknit.com

アーティスト 間弓浩司とのコラボレーション

本商品のイラストはイラストレーター間弓浩司によるもので
す。
シルクスクリーンを主体として独自の画風で活動してきた間弓
とのコラボレーションによって、登場するキャラクターたちは
かわいいだけでなく、みな個性的で生き生きとしています。
絵本のストーリーによりそって、ずっと愛していける作品とな
るはずです。

間弓 浩司 （ マユミ コウジ ）

1979年 1月 9日 東京生まれ。 イラストレーター。
図案を作り、版を作る。そして複製を作り、作品の転化を図る。
その反復の過程に転がる、ファインアートを考える。

http://mayumikoji.tumblr.com/

2009  個展 "奇ナル人 世ナル人 "   @下北沢 12  
2010  個展 "Fantastic Circus"   @自由ヶ丘 CIBONE TMS
2011   Artist in Residence   @横浜 BANKART
2011  "No holds barret communication" × POTTO 
　　　 @大阪 Visitfor
2012  "Down Keepers Printing Laboratory" × Moleskine
　　    @TOKYO GRAPHIC PASSPORT
2012  個展 "Mood Indigo"   @杉野服飾大学内ギャラリー

2013  個展 "静かに揺れる懇談会 "   
　　　 @H.P.France  KIKAKUSHITSU
2013  Open studio "P.M 2.5" × POTTO × Aquvii  
　　　 @Laforet 原宿

2013  個展 "Mのヘヤ "  @大阪 Visitfor
2013  個展 "Mr.So and So, and So."  @吉祥寺 百年

2014  第 67回 日本アンデパンダン展  版画の部 出展

2014  個展 "FRIP FUNCTION" "DROP FUNCTION" 
　　　 @初台 #108
2014  個展 "SOMETIME I AM GOOD, SOMETIME I AM BAD"
          @SHIBAURA HOUSE
2014  個展 "... AND HIS LITTLE PLANET ARCHESTRA "  

   　　 @ 野毛ちぐさ （HOT & SWING）

その他、野外や店舗など様々な場所での展示、シルクスクリー
ンプリントのワークショップなど。

上記商品は本日よりCHOOSE KNITオフィシャルオンラインストアにてご購入いただけます。

4月以降順次、都内百貨店をはじめ、一部雑貨店・書店を通じて販売いたします。


