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Found MUJI 冬のはきもの

頭を冷やし足元を温める

「頭寒足温」という言葉があるように、足元をあたためることは昔から体に良いとされてきました。便利な暖

房器具がなかった時代、人々は自ら発する体温をうまく利用して寒い冬を乗り越えてきました。人間の体温

は、手先、足先、首など体の先端から逃げていきます。足元をあたため、体内からでる熱を逃がさず体温を

うまく利用する冬の過ごし方を、寒い国の地域をお手本に、もう一度足元から見直していこうと思います。

ウールのルームシューズ、カシミヤを使った履き心地のよい直角靴下など、あたたかなアイテムをご紹介

します。

Found MUJI Winter Footwear

Keeping your head cool and your feet warm

According to this old Japanese saying, keeping one’s head cool and one’s feet warm is 

good for the health. Back in the days when there were no convenient heating devices, 

people relied on the ability of their own bodies to generate warmth to survive the cold 

winter months. The human body loses heat mainly through its extremities: the hands, 

feet, and neck. In creating this line of winter footwear, we started from the ground up 

and took another look at the best ways to keep your feet warm and prevent precious 

body heat from escaping, making the most of the experience and knowledge we have 

accumulated in countries with cold climates. 

Take a look at our lineup of luxuriantly warm and comfortable items, such as the wool 

room shoes and the soft cashmere blend right-angled socks.  



冬にヨーロッパの街を歩いて感じるのは、足元からくる寒さ。晴れの日は少なく、曇り空が続く。
Take a walk through the streets of any European city in winter, and you will feel the severe cold on your feet. 
The precious sunny days are so few, and the spells of gloomy weather seem to last forever.



ルームシューズ用の型紙。複数のパターンを組み合わせて、1つのルームシューズが出来上がる。
Paper patterns for making room shoes. Multiple patterns are combined to make a single room shoe.

ルームシューズ
Room Shoes
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ウールボアルームシューズ・ウールボアルームブーツ

ヨーロッパの冬の寒さを乗り越えるのに欠かせない素材、ウール。ウールがあたたかいのは、素材そのものに空気

を多く含んでいるからです。見た目もあたたかく、ルームソックスと合わせて履くとより保温効果が高まります。

Wool Boa Room Shoes / Wool Boa Room Boots

Wool has been indispensable for surviving the cold winters in Europe. It provides warmth by 

capturing air among its fibers and thus ensuring excellent insulation. These room shoes and 

room boots look luxuriantly toasty. Wear them with our room socks for an even better warmth 

retaining effect. 



ソックス
 Socks

直角靴下専用の金板。5本指など、それぞれ専用の金板がある。
Metal plates for right-angled socks. 
We use a variety of metal plates specially designed for making a wide range of socks, including five toe socks.

011010
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カシミヤ混直角靴下

日本の靴下産地、奈良県磯城郡。明治時代、農業の副業として靴下を編みだしたのが始まりでし

た。靴下のかたちは元々、かかとのかたちに合わせて90度だったものが、生産効率を上げる機械化

とともに、120度に変わっていきます。直角靴下は、靴下誕生の原点から履き心地を見直し、かかと

のかたちに合わせて直角に編み立てたものです。カシミヤのやさしい風合いが足元を包みます。

Cashmere Blend Right-Angled Socks

The Shiki district in Nara Prefecture is the heart 

of sock production in Japan. Its roots can be 

traced back to the Meiji Period, when local 

people began knitting socks to complement 

their income from agriculture. Originally, socks 

were shaped to match the contour of the foot, 

forming a right angle at the heel, but as knitting 

machines were adopted to boost manufacturing 

efficiency, the angle was changed to 120 

degrees. Our right-angled socks bring back the 

comfort of the original socks, enhancing it with 

the soft and smooth touch of cashmere. 

直角靴下/三角柄・ジグザグ柄

奈良県磯城郡でつくられている直角靴下のシリーズ。編み機の技術は時代とともに発達していき、今では様々な

編み方によって靴下がつくられています。今日も奈良の工場では、24時間眠らずに編み機が働き続けています。

Right-Angled Socks Triangle Motif / Right-Angled Socks Zigzag Motif

A series of right-angled socks made in the Shiki district of Nara Prefecture. The knitting 

technology has greatly evolved over the years, establishing the foundation of today’s diverse 

methods for making socks. Today, in the plants in Nara, knitting machines work around the clock 

to manufacture such superb products.

ウール直角靴下

日本のニット産地、和歌山県海南市でつくられている

ウール直角靴下は、無縫製横編機で編まれているので、

履き心地がよく、圧迫感や締めつけがありません。

Wool Blend Right-Angled Socks

Made in Kainan City, Wakayama Prefecture, 

one of Japan’s prominent knitting industry 

areas, our wool blend right-angled socks are 

manufactured using flat knitting machines 

without sewing, so they do not feel tight 

on the feet and boast exquisite comfort 

for a relaxing wearing experience.



編み機の内部。あっという間に一足が編み立てられていく。
An inside view of a knitting machine. A sock is knitted in the blink of an eye.

靴下の最終工程。編み立てられた靴下を手作業で金板にはめて、熱でセットする。
The final process in the manufacturing of socks. The assembled socks are manually placed on metal plates to be shaped through thermal setting.



アイルランドの冬は、雨が多く空気も冷たい。
Winter in Ireland is cold, with long spells of rainy weather.
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ウール原毛色ソックス

厳冬アイルランドの小さな島々で、遊牧・漁業に関わる

島人の為に編まれた靴下です。アイルランドのコネマラ

地方に生息する貴重な古代種羊、ヤコブシープの羊毛

だけを使用し、伝統的な編み方で丁寧につくられていま

す。自然の風合いと色合いを生かすため、染色せずに

そのままの毛を使用しています。

Undyed Wool Socks

Originally, these socks were knitted for 

shepherds and fishermen living on the small 

islands off the coast of Ireland, which are 

known for their severe winters. Made only from 

the softest wool of the Jacob sheep, a rare and 

ancient breed found in Connemara, Ireland, 

these socks are meticulously knitted using 

traditional techniques. The wool is left undyed 

in order to highlight its organic ambience and 

coloration.
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モヘヤ混パイルソックス

極寒の冬山を登る登山家も愛用しているほど、高い保温性と断熱性、強度があります。細くやわらかな繊維で編ま

れたパイル地は、クッション性があり、履き口からつま先の隅々までしっかりあたためてくれます。

Mohair Blend Pile Socks

The excellent heat retaining and insulation properties and superior strength have made these 

socks the footwear of choice among hikers who climb mountains in the severely cold winter 

months. The pile knit made of delicate, exquisitely soft fibers has cushioning properties and 

keeps the feet toasty warm all the way to the toes. 

モヘヤ混ソックス

イギリス育ちのアンゴラヤギの毛を用いて、イギリスの北部ノーサンバーランドで紡績、染色、編み立てを経てつくられ

るソックス。モヘヤは繊維が長く、水分をためにくい性質があるため、長時間履いていても蒸れにくいのが特長です。

Mohair Blend Socks

These socks are made of the silky hair of Angora goats raised in England. The wool was spun 

and dyed, and the socks were assembled in Northumberland, a county in North England. The 

mohair fibers are long and have excellent moisture wicking properties, so these socks provide 

superb comfort without the unpleasant feeling of stuffiness even when worn for longer periods of 

time.
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ウール手編みルームソックス

ヨーロッパ北東部、バルト三国の一番南に位置するリト

アニア。寒い冬を乗り切るために、リトアニアの家庭で

は、おばあちゃんが家族みんなのために手編みのソック

スをつくります。一足一足丁寧に編み上げられた厚手の

ニットソックスは、手編みならではのぬくもりを感じます。

Hand-Knitted Wool Room Socks

Lithuania is the southernmost of the three 

Baltic countries in North East Europe. In 

Lithuanian households, grandmas knit socks 

for everyone in the family to make sure they 

stay warm during the cold winter months. 

These thick and soft socks are meticulously 

knitted by hand to provide the comfort and 

warmth inherent to handmade items. 

寒さが厳しい野外マーケット。編まれるのを待つ毛糸たち。
An open-air market on a cold day. Stacks of wool are waiting to be knitted.



標高の高いペルーで、のびのびと育つアルパカ。
Alpaca roam freely the high grasslands of Peru.
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アルパカ原毛色ルームシューズ

アルパカは紀元前5000年前からアンデス山脈で生息しており、現在も全世界の90%にあたるアルパカが放牧されて

います。しかし近年では、自由な色に染められる白色アルパカを多く育てるようになり、茶や黒、グレーの有色アルパカ

は減少しつつあります。貴重な有色アルパカを使用した原毛色ルームソックスは、ウールよりやわらかく保温性があり、

寒い冬の足元をやさしくあたためます。

Undyed Alpaca Room Socks

Alpaca have lived on the plateaus of the Andes since as early as 5000 B.C., and even today, 

approximately 90% of the global population of alpaca is put to pasture there. In recent years, 

however, particular efforts have been put into breeding white alpaca whose fleece can be dyed 

in various colors, so the number of brown, black, and gray alpaca is declining gradually. Made 

of wool from such precious colored alpacas, these undyed room socks are exquisitely soft and 

have superior thermal properties that enable them to keep the feet warm and comfortable during 

the cold winter months.
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ウールボアルームブーツ
グレー  38311904

Ｍ・23～25cm用
甲生地・毛羽部分：ウール100%、基布：ポリエステル100%

中板生地・毛羽部分：ウール100%、基布：ポリエステル100%

底材：ポリエステル100%

中国
税込5,000円

ウールボアルームシューズ
グレー  38311911   38311928

Ｍ・23～25cm用、L・25～27cm用
甲生地・毛羽部分：ウール100%、基布：ポリエステル100%

中板生地・毛羽部分：ウール100%、基布：ポリエステル100%

底材：ポリエステル100%

中国
税込5,000円

ウール直角靴下
アイボリー  38316053  38316060

Ｍ・23～25cm用、L・25～27cm用
ウール95%、ナイロン4%、ポリウレタン1%

日本
税込2,900円

カシミヤ混直角靴下
アイボリー×グレー  38321309  38321316

Ｍ・23～25cm用、L・25～27cm用
カシミヤ44％、シルク20％、アクリル14％、ナイロン12％、
ウール6％、レーヨン2％、ポリウレタン2％
日本
税込2,000円

カシミヤ混直角靴下
杢グレー×イエロー  38321286  38321293

Ｍ・23～25cm用、L・25～27cm用
カシミヤ44％、シルク20％、アクリル14％、ナイロン12％、
ウール6％、レーヨン2％、ポリウレタン2％
日本
税込2,000円

アルパカ原毛色ルームソックス
グレー  37391086

24～26cm

アルパカ100%

ペルー
税込3,900円

アルパカ原毛色ルームソックス
ベージュ  37391093

24～26cm

アルパカ100%

ペルー
税込3,900円

アルパカ原毛色ルームソックス
黒  37391109

24～26cm

アルパカ100%

ペルー
税込3,900円

モヘヤ混ソックス
アイボリー  38315919  38315926

Ｍ・23～25cm用、L・25～27cm用
モヘア55%、ナイロン45%

イギリス
税込2,376円

モヘヤ混ソックス
イエロー  38315933  38315940

Ｍ・23～25cm用、L・25～27cm用
モヘア55%、ナイロン45%

イギリス
税込2,376円

モヘヤ混パイルソックス
アイボリー  38315957  38315964

Ｍ・23～25cm用、L・25～27cm用
モヘア64%、ナイロン36%

カナダ
税込4,320円

モヘヤ混パイルソックス
グレー  38315971  38315988

Ｍ・23～25cm用、L・25～27cm用
モヘア64%、ナイロン36%

カナダ
税込4,320円

ウール手編みルームソックス
アイボリー  38316046

Ｍ・23～25cm用
ウール100%

リトアニア
税込6,800円

ウール手編みルームソックス
グレー  38316039

Ｍ・23～25cm用
ウール100%

リトアニア
税込6,800円

ウール原毛色ソックス
ベージュ  38315995  38316008

Ｍ・23～25cm用、L・25～27cm用
ウール100%

アイルランド
税込2,900円

ウール原毛色ソックス
ブラウン  38316015  38316022

Ｍ・23～25cm用、L・25～27cm用
ウール100%

アイルランド
税込2,900円

直角靴下／三角柄
ベージュ×グレー  38321347  38321354

Ｍ・23～25cm用、L・25～27cm用
綿85％、ナイロン9％、ポリエステル3％、
レーヨン2％、ポリウレタン1％
日本
税込1,200円

直角靴下／三角柄
ネイビー×ブラウン  38321323  38321330

Ｍ・23～25cm用、L・25～27cm用
綿85％、ナイロン9％、ポリエステル3％、
レーヨン2％、ポリウレタン1％
日本
税込1,200円

直角靴下／ジグザグ柄
イエロー×ベージュ  38321385  38321392

Ｍ・23～25cm用、L・25～27cm用
綿79％、ポリエステル15％、レーヨン2％、
ポリウレタン2％、ナイロン2％
日本
税込1,200円

直角靴下／ジグザグ柄
グレー×黒  38321361  38321378

Ｍ・23～25cm用、L・25～27cm用
綿79％、ポリエステル15％、レーヨン2％、
ポリウレタン2％、ナイロン2％
日本
税込1,200円
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Found MUJI

無印良品はもともと、ものをつくるというよりは、

「探す、見つけ出す」という姿勢で生活を見つめてきました。

永く、すたれることなく活かされてきた日用品を、世界中から探し出し、

それを生活や文化、習慣の変化にあわせて少しだけ改良し、

適正な価格で再生してきました。

2003年からは、この活動を「Found MUJI （見出されたMUJI）」と名付け、

さらに世界の細部にまで入り込みながらよいものを探す旅をはじめました。

見出されたものたちの中には、

そのままの品質ではわたしたちの生活に入りにくいものもあります。

それらを今の生活の品質基準に合わせて、作者と対話しながら改良し、

無印良品のものとして仕立て直します。

よいものを探す目を磨き、そのもののエッセンスを残しつつ、

それらを現代の生活に合わせてさらによくしていく。

その活動Found MUJIの起点が、青山に誕生しました。

Found MUJIは、無印良品と皆様が一緒になって行う活動です。

Found MUJI

Innovations of MUJI are not simply a process of creation, 

they are a review of living by “Searching and Finding”. 

Searching throughout the world for durable and long-lasting daily necessities, 

MUJI refines found items to suit our changing lifestyles, 

cultures and customs, reproducing them at reasonable prices. 

From 2003, ‘Found MUJI’ started its journey with a keen eye for good products,

exploring the underlying values of the makers, 

retaining the essence of their creations, 

and re-tailoring them into MUJI goods that fit the modern way of life. 

The Found MUJI journey began in Aoyama.

Join us as we continue the Found MUJI journey together.
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開催期間： 2015年10月30日（金）～12月25日（金）

開催店舗： Found MUJI 青山／有楽町／池袋西武／自由が丘／グランフロント大阪／神戸ＢＡＬ／

MUJI キャナルシティ博多／テラスモール湘南／丸井吉祥寺／コレド室町／京都ＢＡＬ
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