
1934年に繊維機械製造として創業しテキスタイル開発の技術を培い、国内外7社で50年以上にわたって合成繊維生地を開
発してきたカジグループ（石川県金沢市、代表取締役：梶 政隆）は、2016年より展開する合繊を主素材とするメンズファ
クトリーブランド「TIMONE（以下、ティモーネ）」をリブランディングし、2019 Spring/Summer コレクションを発表
いたします。「Journey（ある場所から別な場所への片道の旅）」をメインコンセプトに、これまでよりさらにエイジレス
な男性をメインターゲットとし、当社のテキスタイル開発の結晶として生まれた合繊を主素材とするMADE IN JAPANの
ファクトリーブランドとして、国内外に向けて再出発いたします。

旅するファクトリーブランド
 「ティモーネ」リブランディング
全てパッカブル・超軽量・撥水
製品染め・5wayなど
2019 S/Sコレクション2019年1月から発売

「ティモーネ」はイタリア語で“舵”の
意。「カジグループ」を連想させるブラ
ンド名で、リブランディング後の新ロ
ゴは、大航海時代の天球儀や緯度計な
どの計測器をモチーフにデザインいた
しました。商品は、合繊の軽くて機能
性に富む特徴を最大限に活かした、自
由で快適かつシックなアイテムを提案

いたします。2019S/Sのコレクション
テーマは「拡張」。ナイロンという素材
の可能性を拡張するクリエイションで
5シリーズ全21アイテムを、自社オン
ラインショップ他、全国の約40店舗の
販売先で、2019年1月より発売を開始
いたします。本コレクションは、初の
海外展示会の場として、2018年6月に

イタリア・フィレンツェで開催の
「PITTI UOMO（ピッティ・ウォモ）」、
フランス・パリで開催の「TRANOÏ（ト
ラノイ）」に出展し先行発表いたしまし
た。全ての布帛（ふはく）商品に撥水
加工を施し、コンパクトに折りたたむ
ことができるため、出張やアウトドア
などの持ち運びにも適しております。

北陸発
生地から縫製まで全て

MADE IN 
JAPAN
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ナイロンポリストレッチ"J-51"
マルチポケットブルゾン

¥52,000
カラー：カーキ／ブラック
素材：ナイロン35％　ポリエステル65％

発売場所
・「ティモーネ」オンラインショップ  https://timone.jp/shop/
・全国の百貨店・専門店
発売日:2019年1月

※価格は全て税別

手触りのよいピーチタッチを実現するため収縮
加工を施したさらりとしたヴィンテージ感のあ
る生地を使用。前身頃の隠しポケット、iPadサ
イズのポケットやロールタイプパッカブルベル
ト、メッシュ仕様の裏地など現代的な機能性を
備えている。隠しポケット部分のフロントファ
スナーを外して、レイヤードファッションを楽
しむことも可能なデザイン。

ナイロンタフタ（マルチフィラメント）
"J-57"着脱フーデッドコート

¥78,000
カラー：ダークネイビー／ライトグレー
素材：ナイロン100%

柔軟で光沢のあるハイマルチ糸を使いしっとり
柔らかな風合いを実現。防風性に優れた高密度
ナイロンに撥水加工を施し機能性も高めた。隠
しポケット部分のフロントファスナーを外して
レイヤードファッションを楽しめ、またiPadサ
イズのポケットは下側にボタンを掛けるとフラ
ップにもなるなど細部にも配慮した。ロールタ
イプパッカブルベルト付き。

ナイロンポリストレッチ"J-58"
ジャケット＆ジレセットアップ

¥64,000 
カラー：カーキ／ブラック
素材： ナイロン35％　ポリエステル65％

独特のピーチタッチ加工でヴィンテージ感を表
現したジャケットとジレのセットアップ。ドラ
イタッチで快適な着心地。ジレは裏地の配色を
見せるリバーシブル使いもでき、ジャケットと
のレイヤードとあわせて５WAYのスタイリン
グが可能。パッカブルタイプで携行性に優れ、
1着でタウン、レジャー、移動と幅広く対応でき
る。オリジナルラペルピンつき。

JOURNEY

2019 S/S
商品情報

Logotype
WATER-RESISTANT
PACK ABLE
ULTRA LIGHT
BREATHABLE

JOURNEY GATEWAY TRANSFER

DESTINATION VACANCY

ロゴについて

撥水加工

折りたたみ可能

超軽量

通気性

TIMONE=舵。大航海時代の天球儀や緯度計などの計測器をモチーフ
にデザインしました。人生の舵を握るユーザーと共にあり、快適な
旅へと導く仲間=「ナビゲーター」の象徴。「旅と進路の象徴=地軸
の傾き」とし、23.4°/66.6°の傾きを取り入れた右上がりの方向性を
示します。ブランド名の「O」の文字は地球をイメージ。実際の地
球と同様に極軸(縦)の長さに対し極わずか赤道面(横巾)を広くして
います。「FACTORY LABEL」とは、ユニバーサルに通用する言葉で
ブランドの背骨を表し、製品へのプライドを込めています。

「カジグループ」について　　
1934年に繊維機械製造として日本3大繊維産地・石川県で創業し、
機械製造・糸加工・織物・編物・縫製を専門とするグループ各社と
共にテキスタイル開発の技術を培ってきました。徹底的にこだわっ
た糸の加工技術により高い機能性としなやかな手触りを実現したテ
キスタイルは、感性を刺激する生地として世界中の大手アパレルメ
ーカーを主に高い評価を受けています。「軽量・コンパクト」という
機能性の高さをコンセプトに掲げたトラベルギアブランド

「TO&FRO（トゥアンドフロー）」を展開するほか、国内外で7社から
なる繊維業界を牽引するグループです。「MADE IN JAPAN」「MADE 
IN ISHIKAWA」にこだわり、より薄く、もっと軽く、そして、高品
質なものを追求し、さまざまなプロダクトを生み出しています。

機能と特徴

5way
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ナイロンポリガーメントダイ
3ポケット"G-25"ブルゾン

¥38,000
カラー：アクアブルー／アイボリー／パープル
素材：ナイロン35％　ポリエステル65％

ナイロンストライプエアリースト
レッチ"T-37"シングルジャケット

¥39,000
カラー：ブルー／ネイビー／ダークネイビー
素材：ナイロン70％　ポリエステル30％

トレンド感のあるフラップポケットをTIMONE
らしいミニマムデザインで仕上げたブルゾン。
縫い上げ後に色染めをすることで、春をイメー
ジした鮮やかな発色とウォッシュ感のある風合
いが生まれた。ステッチによる寄りシワがアク
セントになっている。ヴィンテージの雰囲気を
感じる手触りの良いピーチタッチ加工。ロール
タイプパッカブルベルトつき。

春夏のビジネスシーンに対応する２つボタンの
サマージャケット。ユニークな織り方により小
さな穴が開いたオリジナル生地は通気性に優
れ、伸縮自在で着心地が良い。シワになりにく
く、パスポートが入る隠しポケットを備えるな
ど、出張スタイルにも対応。同素材のテーパー
ドパンツも展開あり。ラペルピン、ロールタイ
プパッカブルベルトつき。

ナイロンドライタッチセル加工
G-35シングルジャケット

¥38,000
カラー：ダークネイビー／ライトグレー
素材： ナイロン100％

ナイロンストライプエアリース
トレッチ"T-36"テーパードパンツ

¥21,000
カラー：ブルー／ネイビー／ダークネイビー
素材：ナイロン70％　ポリエステル30％

ドライタッチでハリ感のあるサマーシャツジャ
ケット。楊柳調に仕上げた天然繊維を思わせる
生地を、二つボタンシングル＆ラペルステッチ
なしのデザインで洗練され軽やかな印象に仕上
げた。ライトな生地とバランスを図るボタンは
レーザー加工でラバー調に仕上げたオリジナル
品。ラペルピン、ロールタイプパッカブルベル
トつき。

春夏のビジネスシーンに対応するワンプリーツ
のテーパードパンツ。同素材のサマージャケッ
トも展開があり、セットアップとして着用でき
る。ユニークな織り方により小さな穴が開いた
オリジナル生地は通気性に優れ、伸縮自在で着
心地が良い。ゴルフもできる２WAYストレッチ
とポケットが動きを妨げない機能的なデザイ
ン。ロールタイプパッカブルベルトつき。

ナイロンドライタッチセル加工
"G-36"テーパードパンツ

¥21,000
カラー：ダークネイビー／ライトグレー
素材：ナイロン100％

ナイロンプッシュマン
"T-29"ステンカラーコート

¥46,000
カラー：ネイビー
素材：ナイロン100％

革靴にもスニーカーにも合わせやすいクリーン
なシルエットに加え、腿まわりのプリーツデザ
インとストレッチ生地によりストレスフリーの
着心地を追求。ドライタッチで透湿性もあり、
また撥水加工を施して雨の日の外出にも配慮し
た。自社にて新開発した、コシがありタテヨコ
に伸びる軽量高密度のナイロン素材を使用。ロ
ールタイプパッカブルベルトつき。

カジュアルながら上質さも備えたオン・オフ両
用の軽量デザインコート。平坦な印象を与えう
る高密度のナイロンタフタ生地にシワ加工を施
すことで、表面感を与え遊び心のある印象を作
り出し、生地表現の可能性に挑戦した。ヒビ割
れたような染め模様にマッチするラバー調のオ
リジナルボタンの組み合わせ。ラペルピン・ロ
ールタイプパッカブルベルトつき。

GATEWAY

TRANSFER 

製品染め
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ナイロンポリガーメントダイ
"D-25"サファリジャケット

¥40,000
カラー：レッドクレイ／アイボリー／サンドベ
ージュ　素材：ポリエステル65％　ナイロン35％

CMP（コットンモダールポリ） 360°スト
レッチパイル"V-3"ポロシャツ

¥12,000
カラー：ブラウン／ホワイト／ネイビー／ミント
素材：コットン35％　モダール35％　ポリエステ
ル30％

ココナッツ製ボタンが夏らしいアクセントのテ
ーラードカラータイプのサファリジャケット。
ゴルフやナイトライフにもマッチする感じるデ
ザイン。縫い上げ後に色染めで鮮やかな色合い
を実現した。ステッチの寄りシワがポケットの
存在感を引き立てる。ヴィンテージの雰囲気を
感じる手触りの良いピーチタッチ加工。ロール
タイプパッカブルベルトつき。

当社が所有する国内に1台のみの貴重な吊り編
み式編機で製造したストレッチパイル生地は、
体にフィットしつつも柔らかな着心地。ウッド
ボタンを使用して夏らしい印象に仕上げた。ビ
ジネスシーン・ドレスカジュアルを想定し、襟
は固めにしっかりと仕上げ、節度ある大人の印
象を崩さないよう配慮した。

ナイロンポリガーメントダイ "D-
35"着脱フーデッドモッズコート

¥52,000
カラー：オレンジ／ライトグレー／ネイビー
素材：ポリエステル65％　ナイロン35％

CMP（コットンモダールポリ） 360°スト
レッチパイル"V-6"スキッパー

¥12,000
カラー：ブラウン／ホワイト／ネイビー／ミ
ント　素材： コットン35％　モダール35％　
ポリエステル30％

ビジネスシーンにもマッチするフードが着脱可
能なゆったりシルエットのコート。コンパクト
に折り畳んで携帯し、パッと広げて羽織れる。
手触り良いピーチスキンの生地を縫い上げ後に
染め、鮮やかな発色とこなれ感を表現した。後
ろフラップポケット、ステッチによる寄りシワ、
カラー編み柄のスピンドルがアクセント。ロー
ルタイプパッカブルベルトつき。

当社が所有する国内に1台のみの貴重な吊り編
み式編機で製造したストレッチパイル生地は、
他と比べることができない、体にフィットしつ
つも柔らかな着心地。春らしい印象の新色・ミ
ントは、海外のメンズアパレル展示会「Pitti 
Uomo」（イタリア）・「tranoi」（フランス）でも
好評を得た。

スマイルコットンPLUS
"D-6"VネックTシャツ

¥11,000
カラー：ネイビー／ホワイト／ブラック
素材：コットン82％　ベンベルグ（キュプラ）
9％　ナイロン9％

ハニカムコットン"V-7"リブカラ
ー POLOシャツ

¥14,000
カラー：ネイビー＋ネイビー＆ホワイト／グ
レー＋ネイビー＆オレンジ／ネイビー＋ネ
イビー＆ブルー／グレー＋ネイビー＆オフ
ホワイト　素材： コットン100％

「スマイルコットン社」（三重）と当グループ企
業「カジニット」によるコラボレーション素材
を素材として使用。上質なコットンにナイロン
の加工糸による速乾性を与えて丸編み機で編み
上げ、究極の肌障りと機能性が合体したポンチ
ニット生地が生まれた。モダンかつ上品なVネ
ックデザインはジャケットとの相性も良い。

ゴルフ帰りを想定したポロシャツ。毛織物の名
産地・尾州の「中伝毛織社」（愛知）によるコッ
トン100％のハニカム構造生地を使用。程よい
透け感があり、大人の休日にふさわしい軽やか
な印象を与える。生地本体は2色だが、リブ等細
部をアレンジしてセレクトの幅を広げた。

DESTINATION

VACANCY

【会社・商品に関するお問い合わせ先】
カジナイロン株式会社 TIMONE 東京ショールーム　担当：村松絵梨子　
東京都渋谷区神宮前3-3-11 2階（本社：石川県金沢市梅田町ハ48番地）TEL・FAX：03-6434-5184　
MAIL：e.muramatsu@kajigroup.co.jp  http://www.kajigroup.co.jp/  https://timone.jp/

 【取材・掲載に関するお問い合わせ先】
株式会社SUZU PR COMPANY 鈴江恵子　
TEL：080-6390-8284　MAIL：suzue@suzu-pr.com　
URL：http://suzu-pr.com
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