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ハリスツイード協会 

 

はじめに 
この資料にはハリスツイード®⽣地の使⽤とハリスツイード協会(HTA)によってい所有されている知的財産に関する重要な情報が記載されて
います。よくお読み頂き、ご不明な点がございましたら、お気軽にハリスツイードスタッフまでeメールenquiries@harristweed.org にてお問い
合わせください。 

この資料は3つの部⾨に分かれています: 

▪ 第1部- ラベルポリシー (ページ 2 - 9) 

▪ 第2部 - ブランド使⽤規則 (ページ 10 - 13) 

▪ 第3部 – Harris Tweed™ ブランド情報 (ページ 14 - 19) 

▪ 付録 1 – ハリスツイード協会織りラベルとスイングタグの外⾒ 

▪ 付録 2 – アクセサリーラベル（⼩さい製品）とシームラベルの使⽤許可の例 

▪ 付録 3 – ハリスツイード協会ラベル表 
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第1部 - ラベルポリシー 

1. はじめに 

a) Harris Tweed™産業と関連 のあることがよく知られている象徴的なオーブマークは認定マークとして登録されています。認定マークとは個⼈もしくは組織
が登録し、その所有権が認められ、知的財産を守る趣旨であるという点において、商標に似ています。 オーブ認定マークはハリスツイード協会（HTA)の
知的財産であり、どのような場合においても決してコピーもしくは侵害されてはなりません。 

b) ハリスツイード協会はその知的財産を侵害する個⼈もしくは法⼈を追及します。 

c) 次の情報は重要です。 ハリスツイード協会の織りラベルとスイングタグの使⽤に関した厳しい規則があります。次の規則を注意深く読み、
説明が必要な場合には電話(01851 702269)かeメール(enquiries@harristweed.org)にてHTA 事務所にご連絡することが⼤切です。 

d) ラベルコレクションには５つの織りラベルがあります（付録1参照）。この⽂書の4～8ページに記載されている規則に従って、ラベルを使⽤する製品の

サイズに最もふさわしいスタイルのラベルを使⽤する必要があります。 

2. 織物認定マークラベルとスイングタグ 

a) Harris Tweed™ の布を購⼊した場合、供給者（⼯場、織⼯もしくは⼩売業者）は織物認定マークラベルと／またはスイングタグの割り当てを提供しなけ
ればなりません。ラベルもしくはスイングタグの割り当ての提供がないもしくは断られた場合、疑問を持ち、購⼊した布の信⽤性を疑う必要があります
。受け取るラベルの数は購⼊した布の量と使⽤⽬的によって決まります。 

b) ラベルはポリエルテル⽷を⽤いて織り、柔らかい切り⼜と⾼品質の⼿触りのために超⾳波で裁断しており、著作権で守られています。  5種類の織りラベ

ルがあります。付録１をご参照ください。 

c) 2種類のスイングタグがあります。両⽅織りラベルの⾊と光沢に調和した特別なカードを使って作られています。またHarris Tweed ™ の短い主な定義の⽂章 

  2ページ 

http://www.harristweed.org/


©ハリスツイード協会 ラベルポリシー 及び ブランド使⽤規則資料 | 2020年1⽉更

新 

www.harristweed.org 

 

 

 

 

とセキュリティーホログラムも含まれています。スイングタグも著作権で守られています。付録１をご参照ください。 

d) 注⽂の際にはHarris Tweed ™の供給者にラベルとスイングタグの必要条件を同意／交渉するようにして下さい。HTAは同意した割り当てに関して⼲渉したり影響を与えた
りすることはないのでご注意ください。 

e) Harris Tweed ™布の供給者はラベルとスイングタグへの追加料⾦を請求する場合もあります。注⽂の際にその件を確認して下さい。HTAはこの件においても⼲渉したり、
影響を与えたりはしません。 

f) HTAラベルの使⽤に関した厳しい規則がありますのでご注意ください。（４ページから8ページ参照） 

g) HTAは⾐服／⼤もしくは⼀般⽤ラベルの追加販売や、既にHarris Tweed ™⽣地の供給者から提供されたものを交換することは致しませんのでご注意ください。 

h) ペアの製品、例えば履物や⼿袋には、⼩さなアクセサリーラベルかシームのみが使⽤できますのでご注意ください。ラベルはそれぞれの靴や⼿袋に使うことが出来ま
す。すべてのHarris Tweed ™ 織りラベルは商品に縫い付けてください。貼ることは認められていません。 

i) HTAはその裁量により*アクセサリーとシームラベルを販売することができます。これを⾏うには、次の条件を適⽤する必要があります： 

 

1. HTA は申請者が HTA の規則に従って使⽤することに満⾜していなければなりません。規則に従うことに同意する同意書に署名することが必要に
なります。同意書を申請するには、 HTA協会(enquiries@harristweed.org)にご連絡ください。ブランド使⽤規則、特に製品に常置してある「メー
カーの識別」を使⽤する必要条件（以下4参照）と織物⽤ラベルが付いている製品1つにつき認められているHarris Tweed ™の最少量に関する規
則をご理解下さい。 

2. HTAが、Harris Tweed ™⼯場、⼯場内店舗もしくは独⽴している⽣産者からHarris Tweed ™⽣地を購⼊したことを証明する明細書を確認すること
が必要になります。明細書はHarris Tweed ™の購⼊メーター数及びダブル幅もしくはシングル幅であるかが明確に記載されていなければなりま
せん。（クレジットカードもしくはデビットカードのレシートは不可） 

3. アクセサリー、シームラベルとスイングタグはダブル幅布を5メートルまたはシングル幅布を10メートル以上の購⼊を確認可能な際に販売されま
す。⾧さ50cm 未満は不可。 

4. クラフトパック、端切れまたはそのような物 に関してはラベル／スイングタグを販売していません。 

5. ラベル／スイングタグを申請する際のHarris Tweed ™⽣地の購⼊は12ヶ⽉以内のものなければなりません。 

6. 購⼊の証拠はHTAのEメールenquiries@harristweed.orgへ送ることができます。お⽀払いは電話にてカード決算ができ、お⽀払いの確認ができ次
第、出荷もしくは受け取りに来られます。 

7. ハリスツイード協会の織物ラベルまたはスイングタグの販売は断じて禁止されていますのでご注意ください。 

8. この資料はハリスツイード協会のウェブサイトwww.harristwed.orgにてダウンロード可能です。 

*HTAが申請者がラベルポリシーやブランド使⽤規則に従っていないと判断した場合に限り、スタッフがラベルの追加販売を断ることがあります。 
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⾐服/⼤きい製品⽤ ラベル 

使⽤⽅法： 

⽬安として、このラベルを使⽤するすべての製品はダブ
ル幅のHarris Tweed ™ ⽣地を１メートル以上使⽤する必
要があります。 

Harris Tweed ™⽣生地は商品外部表⾯面積の50％以上を占めて

いなければなりません。 (⾐衣服を除く、その外側は完全に

Harris Tweed ™⽣生地で作られていなければならない) 

使⽤例： 
✓ ⾐衣服と⼤大きい製品 

✓ ⾐衣類類 (外側がすべてHarris Tweed ™⽣生地で作られた 

もの) 

✓ 家具 

✓ カーテン、窓⽤用ブラインド等 

✓ クッション 

割り当て： 
▪ ダブル幅１メートルに付きラベル２枚 

▪ シングル幅1メートルに付きラベル1枚 

⼊⼿先 
Harris Tweed ™⽣生地供給者 
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⼀般⽤ラベル 
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使⽤⽅法： 
このラベルは600cm2以上のHarris Tweed ™⽣生地(例例、20cm x 

30cm またはA4⽤用紙)を使⽤用している商品にのみ使うことがで

きます。 Harris Tweed ™ ⽣生地は商品外部表⾯面積の50％以上

を占めなければなりません。 

使⽤例： 
✓ Harris Tweed ™が600cm2 以上使われている⾐衣 

✓ ⼤大きいバッグ/リュックサック 

✓ ブランケット 

割り当て： 
• ダブル幅1メートルに付きラベル6枚 

• シングル幅1メートルに付きラベル3枚 

⼊⼿先: 

Harris Tweed ™⽣生地供給者 
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⼤きなアクセサリーラベル 

使⽤⽅法： 
このラベルは300cm2以上の Harris Tweed ™⽣生地(例例、
15cm 

x 20cm またはA5⽤用紙)を使⽤用している商品にのみ使うこと

ができます。 

Harris Tweed ™ ⽣生地は商品外部表⾯面積の50％以上を占めな

ければなりません。 

使⽤例： 
✓ バッグ 

✓ 帽⼦子 

✓ テクノロジー/電化製品の付属品 

割り当て： 
• ダブル幅1メートルに付きラベル30枚 
• シングル幅1メートルに付きラベル15枚 

⼊⼿先: 

証拠を受け取り次第HTAから追加供給可能（ラベルポリ 
シー参照） 
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シームラベル 
 

使⽤⽅法： 
このラベルは主に⼩小さい製品や、Harris Tweed ™が製品の外⾯面
の 

50％を占めいない製品に使うことが出来ます。⽬目安として、少な

くともHarris Tweed ™の表⾯面積がラベルの3倍はあるべきで 

す。 加えて、Harris Tweed ™⽣生地がデザインのポイントとして、

例例えばにラパッチワーク、ポケットやアップリケとして使⽤用され  

ているHarris Tweed ™ではない商品にラベルを使⽤用することは禁

じられていますのでご注意ください。このようなラベルの使い⽅方

は、その商品すべてがHarris Tweed ™の制作であると誤解されか

ねません。（近くの写真参照） 

使⽤例： 
通常アクセサリーラベルを使う可能性のある製品の⼤大まかなリス 

ト - ⼩小さい製品は付録２に添付してあります。 

割り当て 

⼩さなアクセサリー： 

• ダブル幅1メートルに付きラベル30枚 
• シングル幅1メートルに付きラベル15枚 

⼩さな製品アクセサリーラベル 

 

シーム: 

• ダブル幅1メートルに付きラベル40枚 

• シングル幅1メートルに付きラベル20枚 

⼊⼿先: 

証拠を受け取り次第HTAから追加供給可能（ラベルポリシー参 
照） 

www.harristweed.or

g 

 

 

 

 

 

 

⼩さなアクセサリーラベルとシームラベル 

HTA織りラベル Harris Tweed ™ ⽣地 

http://www.harristweed.org/
http://www.harristweed.org/
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製造者、製作者及び⼩売業者への注意 

Harris Tweed ™ の総表⾯面積が100平⽅方センチメートル以下のクラフトパック／端切れに対しては、最⼤大2枚のシームもしくは⼩小さなアクセサリーラベルを顧

客にお渡しできます。クラフトパックに関連してスイングタグを販売することはできません。HTAはクラフトパックもしくは端切れに対して追加のラベルや

スイングタグを発⾏行行もしくは販売いたしません。3ページ参照 
 

端切れ詰め合わせの割り当て： 

• 200 平⽅方センチメートルに付きラベル4枚 

• 300 平⽅方センチメートルに付きラベル6枚 など 

 

 

 

 

 
 

使⽤⽅法： 
2種類類のハリスツイード協会のスイングタグがあります：2重と1 

重。全ての場合において、スイングタグはHarris Tweed ™⽣生地が

商品の外部表⾯面積の50％以上を占めるときのみ使⽤用できます。 

 

使⽤用例例： 

Harris Tweed ™⽣生地を50% 以上含む製品 

割り当て： 
• ダブル幅1メートルに付きラベル40枚 
• シングル幅1メートルに付きラベル20枚 

⼊⼿先: 

証拠を受け取り次第HTAから追加供給可能（ラベルポリシー参 
照） 

スイングタグ 

http://www.harristweed.org/
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3. メーカーの識別のマーク 
Harris Tweed ™ 産業、Harris Tweed ™ ブランド及び私たちの島の経済を⽀えている産業の多くの仕事を守るために必要な措置を講じるのはハリスツイード協 

会の役⽬です。Harris Tweed ™ ブランドが⾼品質、⾼級なスコットランドの織物ブランドとして
世界的に認められ続けることを保証するのはHTAの責任です。これはすべてのHarris Tweed ™ ⽣地
を使⽤する者–⼯場、製織業者、製造業者、メーカーおよび⼩売業者がデザイン、裁断、縫製、卸
売りや⼩売チェーンにおけるすべてのHarris Tweed ™ 製品のマーケティングに誇りと品質を保つ
必要があります。Harris Tweed ™ 製品の価格は布の製織や完成品の技量が反映されるべきです。 

a) HTA から追加で織りラベルの購⼊をご希望のすべてのHarris Tweed ™商品製造者は製品の製作者、製造者⼜は創作者を識別する常⽤マークをそのHarris 

Tweed ™製品に付けなければなりません。これらのマークはオリジナルラベル、刺繍のマーク、スタンプ、恒久的な（例、取り外し不可能）タグやそれ
に似たものを製品に付けられます。HTAにとって最終顧客が商品を購⼊後、商品の製造元または供給元を特定できることが重要です。 

b) メーカーの識別のデザインにHarris Tweed ™のオーブ認識マークは⼊れてはなりません。社名、ロゴまたはマークは商品の内側または外側に鮮明に表⽰す
る必要があります。上の例をご参照ください。ハリスツイード協会はそれぞれのメーカーのマークの詳細を保持し、その製品に関するお客様からの問い
合わせはメーカーに送ります。 

 

4. 販売時点情報管理物 

HTAはチラシ、販売時点情報管理ボードやハリスツイード®製品の販売をサポートするポスターなどの販売促進グッツも提供できることがあります。弊社
ウェブサイトから販売時点情報管理注⽂⽤紙をダウンロードして下さい。 
(https://www.harristweed.org/wp-content/uploads/Harris_Tweed_Authority_Point_of_Sale_Order_Form.pdf) 

HTA の宣伝⽤品は毎年更新されます。 

http://www.harristweed.org/
http://www.harristweed.org/wp-content/uploads/Harris_Tweed_Authority_Point_of_Sale_Order_Form.pdf)
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第2部 – ブランド使⽤規則 

1. はじめに 

Harris Tweed ™ブランドの管理者であるハリスツイード協会（以下、「HTA」という）は、今後も⾧年に渡って品質を守っていくために、ブランドの適正
使⽤を徹底する必要があります。当ブランドは1993年のハリスツイード法（以下、「1993年法」という）と世界各国の登録商標で保護されています。 

 

当ブランドの使⽤をご検討くださり、誠にありがとうございます。ご使⽤にあたっては、必ず本ブランド使⽤規則をお守りくださいますようお願いいたし
ます。 

ブランド使⽤規則の⽬的: 

✓ Harris Tweed ™ ブランドの品質を守ること 

✓ Harris Tweed ™ではない製品をHarris Tweed ™ブランドとして宣伝したり関連付けたりしないように徹底すること 

✓ 当ブランドの信⽤を不正に利⽤したり、弊害をもたらしたりするような使⽤を避けること 

本ブランド使⽤規則に反した Harris Tweed ™ ブランドの使⽤は認められず、HTA はそのような⾏為を防ぐために適切な措置を講じる権利を有します。 

 

2. Harris Tweed ™ブランド 

1993年法において定められている法律上の定義を満たしていない⽣地はHarris Tweed ™ではなく、Harris Tweed ™と呼ぶことはできません。定義によると 

Harris Tweed ™は、アウター、ヘブリディーズ諸島でその住民によって⼿織りされ、アウター、ヘブリディーズ諸島で仕上げられ、アウター、ヘブリ

ディーズ諸島でピュアバージンウールを染⾊し紡績された物のみを、認定することができます。 
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2. Harris Tweed ™ブランド(続) 

ブランドの主要要素: 

 

a) Harris Tweed ™ の   前 

b) オーブマーク: 

c) 筆記体の書式で書かれたHarris Tweed ™の⽂字とオーブマークの組み合わせ : 

Harris Tweed ™ の名前は必ず正確に使⽤し、⼤⽂字、‘引⽤符’ またはイタリック体などを使う、もしくは登録商標記号(®)を使⽤して⽂章内の他の⾔葉と

区別する必要があります。 

Harris Tweed ™ は名詞でありHarris Tweed ™ ⽣地の説明に関連する場合を除いて、形容詞として使ってはなりません。 

Harris Tweed ™オーブ認定マークの使⽤が認められている場合は、常に変更なしで使⽤しなければなりません。 

3. ラベルおよびスイングタグ 

Harris Tweed ™ のラベルとスイングタグは著作権で守られています。ラベルのデザインはブランドの主要要素が含まれており、ラベルポリシー（この資
料の第1部参照）に従って使⽤しなければなりません。HTA が発⾏した織りラベルとスイングタグはHarris Tweed ™ を含む製品のみに使⽤できます。織り
ラベルまたはスイングタグの複製や変更もしくはレプリカを製造したり、オーブ認定マークと／または⾔葉を使ってオリジナルのラベルやスイングタグ
をデザインしてはなりません。 

Harris Tweed ™⽣生地の最初の購⼊入元となるHarris Tweed ™⼯工場(すなわち⽣生産者) が、⽣生地の購⼊入量量に合わせて適切な数のラベルを提供します。 

代理理店、業者または第三者から⽣生地を購⼊入する製品メーカーは、受け取るラベルの数について、⾃自社のサプライヤーと交渉しなければなりま        せ

ん。ラベルを追加で⾃⾃社⽣⽣産してはなりません。 

 

a) あらゆる製品に使⽤されている HTAの織布ラベルは、製品の⼤きさとそれに使⽤されているHarris Tweed ™ ⽣地の量に全体として⾒合ったものでなくて
はなりません。実際はそうでないにも関わらず、ラベルの位置やラベルが⽬⽴っていることで、製品すべてHarris Tweed ™ で作られている、或いはHarris 

Tweed ™ 産業の製品であると消費者が誤解しないようにしなければなりません 

 

  11ページ 
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b) 製品の外側に配置する場合、製品の中でHarris Tweed ™の要素/⽣地が使われている部分だけにラベルを配置しなければなりません。例外的
に、HTA の織りラベルは、最⼩限の⼤きさに抑えられた強化⽬的のための⽪⾰またはそのような品質の物の裏⾯に縫い付けることができま
す。 

c) Harris Tweed ™ ⽣地がデザインのポイントとして、例えばにラパッチワーク、ポケットやアップリケとして使⽤されているHarris Tweed ™で
ない商品にラベルを使⽤することは禁じられています。このようなラベルの使い⽅は、その商品すべてがHarris Tweed ™の制作であると誤解
されかねません。 

4. Harris Tweed ™を含む製品のネーミングや商品説明 
a) 外表⾯に50％を超えるHarris Tweed ™（ボタン、縁取り、裏地は除く）を使⽤して作られた製品は「Harris Tweed ™ X」 (例：「Harris Tweed ™ジャケット」 

や「Harris Tweed ™バッグ」)として説明することができます。 
b) Harris Tweed ™だけの販売促進や販売を専⾨に⾏う事業 (以下、「Harris Tweed ™事業」という) である場合を除き、事業の販売促進に関連してHarris 

Tweed ™ の名前やオーブ認定マークを使⽤することはできません。 Harris Tweed ™事業では、顧客に対してHarris Tweed ™商品の販売を⾏っていない別
の事業であることを明確に⽰している場合を除き、他の製品を販売している他の事業を消費者に案内したり、宣伝したりしてはならないものとします。 

c) 書⾯による明確な許可を得ずに、HTAに関連するもの、あるいはHTAの承認を受けている事業であることを⽰唆するような形でHarris Tweed ™ の名前や 

オーブを使⽤してはならないものとします。 
d) Harris Tweed ™商品の販売促進に関してHarris Tweed ™の名前やオーブマークを使⽤しているすべての事業において、どの商品がHarris Tweed ™⽣地を使

ったもので、どの製品がそうでないかを明確に⽰さなければなりません。 

e) 商品にHarris Tweed ™⽣地を使⽤することで、ハリスツイード協会または「Harris Tweed ™」とのコラボレーションであると提⽰してはなりません。 

 

5. Harris Tweed ™オーブ認定マークの使⽤ 

オーブ認定マーク画像： 

 

登録商標記号（®）を含む正しいオーブ認定マーク画像を使⽤していることを確認してください。 

その使⽤の承認を得たのち、HarrisTweed®オーブ認定マーク画像はHarrisTweed®協会から取得できます。ご希望の⽅は、enquiries @ harristweed.orgにEメー
ルしてください。 

http://www.harristweed.org/


  13ページ 

www.harristweed.org 

 

 

 

ウェブサイト： 
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a) ウェブサイトのHarris Tweed ™⽣地や商品に関連したエリアにオーブ認定マークのみを掲載することが出来ます。 

b) ウェブサイト上のHarris Tweed ™でないもしくはHarris Tweed ™⽣地で作られていな製品または⽣地の近くにHarris Tweed ™オーブ認定マークを表⽰
してはなりません。ウェブサイト上のオーブ認定マークの使⽤の際にはどの製品がHarris Tweed ™⽣地に関連しているのか、いないのかを常に明確
にする必要があります。 

 

印刷物： 

a) HTAはマークの使⽤許可を断る権利を保持しています。 

b) ハリスツイード協会は印刷物におけるオーブ認定マークと「Harris Tweed ™」という⾔葉の使⽤を商標保護していますのでご注意ください。すべて
の販売時点情報管理物、広告、看板または掲⽰板は、HTAの承認を受ける必要があります。Harris Tweed ™という⾔葉やオーブマークを使⽤でき
るのは、Harris Tweed ™⽣地を含む商品に関連する場合に限ります。 

c) パッケージ内のHarris Tweed ™⽣地を50％以上使⽤して製造されている製品には、その包装にHarris Tweed ™という⾔葉を記載できます  オーブ認定
マークは使⽤してはいけません。 

d) 要求に応じてHTAは、その事業がHarris Tweed ™⽣地もしくは関連製品のみを販売もしくは⽣産している場合において、名刺のデザインに1つの
Harris Tweed ™オーブ認定マークの使⽤を承認することが出来ます。HTAは、その事業がHTAのブランド規則とラベルポリシーを順守していると満⾜し
ていなければなりません。 

e) ®記号の使⽤に関して12ページのガイダンスをお読みください。 

http://www.harristweed.org/
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第3部 – HARRIS TWEED ブランド情報 
1. はじめに 

 

Harris Tweed ™ 協会によってオーブマークの認定された本物のHarris Tweed ™ 以外の物に⽣地の説明や商品の材料または商品に含まれているものとして

Harris Tweed ™ という⾔葉を使うことは好ましくありません。HTAは法的ルートを通じて知的財産を侵害する個⼈もしくは法⼈を積極的に追求します。 

2. なぜHarris Tweed ™？ 

Harris Tweed ™は： 

• スコットランドのアウターヘブリディーズ諸島の住民のみがそこで⼿織りした物 

• イギリスで最も古い継続的に登録されている認定マーク 

• 世界的に有名な伝統的な⽣地 
• 世界で唯⼀の、起源が守られ、ハリスツイード協会によって守られている議会制定法の定められている⽣地– 世界的に有名なオーブマークの
守護者 

• ピュアバージンウール100％を染⾊、ブレンド、紡績、織り、スコットランドのアウターヘブリディーズのみで仕上げ、刻印、認定そして本
物と⾼品質を保証して作られた物 

• 遠隔な島の経済に⼩作⼈と織り⼿の貴重な雇⽤機会を提供し、雄⼤なヘブリディアン⾵景に繋がりのある職⼈による⽣地 

• 保温性に⾧け、美しく、耐久性に優れ、使い勝⼿が良い 

• 独⾃のスタイルと時代を超越する気品を⼤切にする有名なファッションデザイナーやインテリアデザイナーに選ばれてきた⾼級ブランド 

• 室内装飾に適しています。– 注⽂の際にはインテリアグレードの⽣地をリクエスト下さい。 

http://www.harristweed.org/
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Harris Tweed ™ の名前やロゴの使い⽅が不明の際には、 先に進む前にHarris Tweed ™協会にご連絡ください。 

正しく使われているラベルとマーク 正しく使われていないラベルとマーク 

 

3. なぜHarris Tweed ™ ブランドを守る

? 
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「Harris Tweed ™」は何世代も経て、現在のように世界的な⼈気を誇るブランドへと成⾧を遂げました。ブランドを⼀貫して系統的に使⽤することで、Harris 

Tweed ™産業を強化し、 ひいてはこのブランドに依存する島民たちの確かな未来を拓きます。また、⽣地の価値と、派⽣製品に対するニーズの維持にもつな
がります。。ハリスツイード協会は、Harris Tweed ™ブランドの無許可の使⽤を防ぐべく努⼒して います。無許可の使⽤は、ブランドの認知度と地位を損な
うだけでなく、当ブランドに 投資した企業や、その製品を購⼊した⼈々からの信⽤を失墜させるからです。 

4. 何が守られていて、どこが守られている? 

1993年の議会制定法が定める条件を満たさない限り、⽣地は Harris Tweed ™ではなく、また Harris Tweed ™と呼ぶこともできません。同法について詳しくは
、ハリスツ イード協会にお問い合わせください。ハリスツイード協会により検査され認定された、本物の Harris Tweed ™は、その品質と⽣産地を保証する
オーブマークが押されます。 
Harris Tweed ™の名前、ロゴ、そしてオーブのデザインは貴重な知的財産であり、世界各地で法律によって保護されています。これらの知的財産はまた、ア
ウターヘブリ ディーズ諸島の島民、さらには Harris Tweed ™の顧客にとって、多⼤な経済的価値を有します。Harris Tweed ™ブランドに傷をつけるような
Harris Tweed ™の使い⽅は断じてしないでください。Harris Tweed ™をHarris Tweed ™ブランドにとって有害な⽅法で使⽤してはいけません。 

 

 

http://www.harristweed.org/
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5. Harris Tweed ™ブランドモデルと ブランドストーリー 

Harris Tweed ™ブランドモデルの使い⽅ 
以下のHarris Tweed ™ブランドモデルは様々なHarris Tweed ™ブランドの主な要素を⽰しています。ブランドモデルはあなた⾃⾝の物語をサポートし、Harris Tweed ™のその
⽂化と価値が本物であり続けるようにします。 

ブランド ストーリーの使い⽅ 
ブランド ストーリーは、Harris Tweed ™. について簡潔にま とめた物
語です。このストーリーをマーケティング、広報、宣伝に使うことが
できます。 

ブランドストーリー 

Harris Tweed ™はユニークな⼿織りの織物以上のもので、豊かな歴史と 

⽂化、美しい景⾊と活気のあるコミュニティを持つスコットランドの
遠く美しいアウターヘブリディーズ諸島の実際の場所についての物語
です。近年は産業とそのブランドが世界的に知られるまで成⾧してい
ます。 

Harris Tweed ™はたったひとつ。Harris Tweed ™は、世界有数のすぐれ
た織物にして、産地が議会制定法により定められ、ハリスツード協会
による認定を⽰す世界的に有名なオーブ認定マークで保護された唯⼀
の織物です。スコットランドの茫々と美しいアウターヘブリディーズ
諸島にある、ルイス島、ハリス島、ノースウイスト島、サウスウイス
ト島、バラ島の島民はそれぞれの家で幾世代にもわたり、Harris Tweed 

™ として知られている布を織り続けてきました。染⾊・紡績・加⼯・
仕 

上までをアウターヘブリディーズ諸島の職⼈が⼿掛けるピュアヴァー
ジンウールから作られ、さらに1993年の議会制定法が定める要件を満
たし、そしてハリスツイード協会によりかの有名なオーブ 認定マーク
が押されているもののみが、Harris Tweed ™と名乗ることができます
。ナチュラルで⾮アレルギー性、⼟に還すことができ、さらには撥⽔
性のあるHarris Tweed ™は保温性にすぐれ、美しいばかりでなく耐久
性があり、また使い勝⼿の良さも魅⼒です。辺鄙な島々で⽣まれ、キ
ャットウォークを賑わすHarris Tweed ™は、その伝統とクラシックな
スタイル、そして時を経るほどに⾵合いが増すという特徴により、フ
ァッションデザイナーやインテリアデザイナーの⽀持を集めています
。⽣地は1メートルごとにオーブ認定マークにより認定され、職⼈のワ
ザが光る本物のHarris Tweed ™であることが保証されます。 

   素材の品質    歴史と遺産  

アウターヘブリディーズ 

チェビオットとスコットランドの黒⽺羊

レディ・キャサリン・ハーバート 

ダンモア伯爵 

猟場番⼈人とギリー | 1993年年法

オーブ 

 

⼿手織り職⼈人 

⽑毛織⼯工場での仕上げと⽑毛織⼯工場労働者  

アウターヘブリディアンのコミュニティ

と経済 | デザイナー | 仲介者 | 製造者

卸売業者 | ハリスツイード協会 

⼈々と組織 

真正な 

⼩小農場からオートクチュールまで

デザイン | ⼿手織り 

島のコミュニティ | ⾃自然

アウターへブリディアン | 本物 

スコットランドの | 荒涼とした景観 

⽂化 

 

へブリディアンの動植物
島のコミュニティ 

アウターヘブリディーズ 

織⼯工の⼩小屋 | 荒涼とした景観 

場所と地形 

 

⾼高品質 | 認められた本物 | 創造的 

⼀一流の | 優れた技巧 | 確⽴立した | ⼿手織り 

⾃自然の | 名声のある | 起源ス

タイリッシュ | 伝統的 | 信頼的 

価値 

 

順応性 | 美しさ 

認定された品質と起源 | 複雑さ

耐久性 | ⾼高級感 

模様 | 柔らかさ 

⼿手触り | ⽑毛織りの |有⽤用性 

http://www.harristweed.org/
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5. デザイナー向けガイドライン 
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Harris Tweed ™マークは常に、⾒やすく読みやすい ように、⼗分な余⽩が確保できる場所に配置してください。 

 

 
 

伝統的なオーブ認定マーク伝統 
的な オーブ 認定マークの周囲には最低で 

も、⼗字架部分の⾼さ (X) と同じ幅の余⽩
を確保してください。このルールは、すべ

てのバー ジョンに適⽤されます。 

 

 

 

 

現代的なオーブ認定マーク 
現代的なオーブ認定 マークの周囲には最
低でも、⼗字架部分の⾼さ (X) と同じ幅
の余⽩を確保してください。このルール
は、すべてのバー ジョンに適⽤されま 

す。 

伝統的なワードマーク 
T伝統的なワードマークの周囲には最低
でも、「Harris」の⽂字「H」の⼤⽂字
の⾼さ（H）と同じ幅の余⽩を確保して
くださいです。このルールは、すべて

のバー ジョンに適⽤されます。 

 

 

 

伝統的なワードとオーブ認定マーク 
伝統的なワードマークとオーブ認定マークの
周囲には最低でも、「Harris」の⽂字「H」の 

⼤⽂字の⾼さ（H）と同じ幅の余⽩を確保して
くださいです。このルールは、すべてのバー

ジョンに適⽤されます。 

http://www.harristweed.org/
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6. 法的⽤語と定義の付録 

議会制定法 

英国議会で可決された法律。 

認定マーク 

認定マークは製品 またはサービスの性質ないし起源を認定するも  ので
、認定マークが付された当該の製品またはサービスについて、 ⼀定の
基準を満たすこと、または特定の性質を帯びていることが 保証されま
す。 

団体認定マーク 

団体認定マークは商標の⼀種で、それが付された製品またはサービスは、
単なる貿易業者ではなく貿易協会に加盟メンバーにより 提供されている
ものであることを⽰します。 

1993年ハリスツイード法 

1993年ハリスツイード法 Harris Tweed ™産業に従事する ⼈々の暮らし

の保護と促進を唯⼀の⽬的として制定された 議 会制定法。 

有限ハリスツイード協会 

同協会は、Harris Tweed ™ブラン ドとHarris Tweed ™製造のその産業を
保護するため、1909年に設⽴されました。1993年にハリスツイード法が
制定   され、同協会の機能は、その後継者である、ハリス   ツイード協
会( H a r r i s Tw e e d A u t h o r i t y ) に委ねられました。 詳しくは、
www.harristweed.orgをご覧ください。 

ハリスツイード協会 

同協会は、有限ハリスツイード協会に代わってオーブ マークと Harris 

Tweed ™ 産業を守護する存在として、英国議会により 1993年に設⽴さ
れました。 
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Harris Tweed ™マークハリスツイード協会に帰属する ⼀連の登録されて
いるマーク 

知的財産庁 

ビジネス・イノベーション・技能省 (英国政府の省庁のひとつ) の⼀部 

⾨。公式政府機関のIPOは   英国国内の知的財産権を管轄しています。 

http://www.ipo.gov.ukをご覧ください。 

オーブ認定マーク 

ハリスツイード協会が⽣地が Harris Tweed ™ であることを認定するの
に使われているシンボル。 

ラベルポリシー 

Harris Tweed ™ ラベルは、どのような状況で使えるか、また使うべきか

を説明するガイダンス。 

ライセンス 

この⽂脈においては、状況に基づき知的財産の ⼀定の許可を与える契
約のこと。 

アウターヘブリディーズ 

西の島々としても知られています。アウターヘブリディーズはスコット
ランド西岸30マイル沖合に連なる島々。主にルイス島、ハリス島、ノー
スウイス島、サウスウイス島、ベンベキュラ島そしてバラ島が含まれま
す。 

http://www.harristweed.org/
http://www.harristweed.orgをご覧ください/
http://www.ipo.gov.ukをご覧ください/
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登録商標 

企業または個⼈が、それが提供するもしくはそれによって売られたすべての製品において⾃他の識別に⽤いる、知的財産庁に登録された名前や語句、シンボ
ル。 

® 

上記のシンボルは、それが登録商標であることを⽰し ます。 

利⽤規約 

当⽂書に表⽰されたHarris Tweed ™ 協会に帰属する商標以外の商標は、Harris Tweed ™  協会に関係ないし関連したに関わらず、それぞれの所有者に帰属し

ます。 

認定マーク 

Harris Tweed ™という⽤語及びオーブの意匠は、英国認定のマークであり、それに関連する規制は、ウェブサイトwww.harristweed.org または 
The Town Hall 
2 Cromwell Street 
Stornoway 
Isle of Lewis 
HS1 2DB 

または英国知的財産庁にてご覧になれます。 

英国認定マーク番号. 319214, 2311169 & 2058045 

© 2018 Harris Tweed Authority. 

全著作権所有 

ハリスツイード協会のマークはハリスツイード協会に承認されていない商品もしくはサービスに関連して使⽤することはできません。また、顧客の間に混乱
をもたらす可能性のある⽅法、またはハリスツイード協会の評判を侮辱する損害を与えるような⽅法で使⽤することもできません。 

ハリスツイード協会はこの⽂書のどの部分にも修正を加える権利があります。 

http://www.harristweed.org/
http://www.harristweed.org/
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⾐服と⼤きい製品⽤ラベル 

4ミリの縫い代を含む 

後 

 

付録１ 

 

  シームラベル  

 

 

 

 

 

 

 

前 

 

  通常のスイングタグ  

  後 前 

  前 

 

 

後 

2重のスイングタグ 

⼩さなアクセサリーラベル 

4ミリの縫い代を含む 

⼤きなアクセサリーラベル 

4ミリの縫い代を含む 

⼀般⽤ラベル 

4ミリの縫い代を含む 

http://www.harristweed.org/
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付録２ 

アクセサリーラベル（⼩さい製品）とシームラベルはHarris Tweed ™⽣地で構成、被服された商品の外表⾯の50％未満でデザインや制作された製品に使⽤で
きます。アクセサリーラベル（⼩さい製品）とシームラベルに相応しい商品のタイプとサイズの例は以下の通りです。これは網羅的なリストではありません。 

 

 

• ベルト 

• ブックマーク 

• ボトルバッグ 

• バンティング 

• ボタン (パックの) 

• カード 

• 時計 

• カフリンクス 

• ⽝⽤/ペット⽤アクセサリー 

• コースター 

• イヤーマフ 

• 眼鏡ケース 

• ⼿袋 

• ヘアアクセサリー/ヘッドバンド 

• ハット/キャップ 

• ヘッドフォーン 

• ヒップフラスク 

• 瓶カバー 

• 化粧ポーチ 

• 携帯電話⽤アクセサリー/カバー 

• マグ/カップ⽤ アクセサリー 

• ナプキン 

• ペンケース/筆箱 

• ピンクッション 

• 財布 
• 靴/ブーツ (上部の100% が Harris Tweed ™であるもの

を除く) 

• ⼩さいバッグ 

• テディベア、⼈形やぬいぐるみなど 

• ティッシュボックス/ケース 

• ⼩物⼊れ 

http://www.harristweed.org/
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付録3 ハリスツイード協会ラベル表 注 – ダブル幅 (D/W) ⽣地は 150cm幅, シングル幅 (S/W) ⽣地は75cm 幅 
 

ラベル種類 使⽤説明 使⽤例 ⼀般的な割り当ての指標 注釈 

⾐服/⼤きい製品 

⽤ラベル 

⽬安として、このラベルを使⽤するすべての製品はダブル幅のHarris 

Tweed ™⽣地を１メートル以上使⽤する必要があります。Harris 

Tweed ™ ⽣地は商品外部表⾯積の50％以上を占めていなければなり
ません。 (⾐服を除く、その外側は完全にHarris Tweed ™ ⽣地で作
られていなければならない) 

• ⾐衣服と⼤大きい製品 

• ⾐衣類類 (外側がすべてハリス

ツイード⽣生地で作られたもの) 

• 家具 

• カーテン, 窓⽤用ブラインド 

• D/W １メートルに付

きラベル２枚 

• S/W １メートルに付

きラベル１枚 

Harris Tweed ™の供給者から
のみ⼊⼿可能 

  等   

⼀般⽤ラベル このラベルは600cm2以上のHarris Tweed ™ ⽣地(例、20cm x 30cm ま
たはA4 ⽤紙)を使⽤している商品にのみ使うことができます。Harris 

Tweed® ⽣地は商品外部表⾯積の50％以上を占めなければなりませ 

• Harris Tweed ™が600cm2 

以上使われている⾐衣類類 

• ⼤大きいバッグ/リュック 

• D/W １メートル

に付きラベル６枚 

• S/W １メートルに 

Harris Tweed ™の供給者からのみ⼊ 

⼿可能 

 ん。 サック 付きラベル３枚  

  • ブランケット   

アクセサリーラ
ベル – ⼤きな

製品 

このラベルは300cm2以上のHarris Tweed ™ ⽣地(例、15cm x 20cm 

またはA5⽤紙)を使⽤している商品にのみ使うことができます。
Harris Tweed ™⽣地は商品外部表⾯積の50％以上を占めなければな
りません。 

• バッグ 

• 帽⼦子 

• 技術/電化製品の付属品 

• D/W １メートル

に付きラベル30枚 

• S/W １メートルに

付きラベル15枚 

証拠を受け取り次第HTAから追加
供給可能（ラベルポリシー参照） 

アクセサリーラ
ベル – ⼩さい

製品 

このラベルは主に⼩さな製品とハリスツイードが製品の外⾯の50％ 
を占めいない製品に使うことが出来ます。⽬安として、少なくとも
Harris Tweed ™の表⾯積がラベルの3倍はあるべきです。 加えて、
Harris Tweed ™⽣地がデザインのポイントとして、例えばにラパッ
チ 

ワーク、ポケットやアップリケとして使⽤されているHarris Tweed ™ 

通常アクセサリーラベルを使う可
能性のある包括的でないリストの製
品 - ⼩さい製品は付録２に添付し
てあります。 

• D/W １メートル

に付きラベル30枚 

• S/W １メートルに

付きラベル15枚 

証拠を受け取り次第HTAから追加

供給可能（ラベルポリシー参照） 

 ではない商品にラベルを使⽤することは禁じられていますのでご注
意ください。このようなラベルの使い⽅は、その商品すべてがHarris 

Tweed ™の制作であると誤解されかねません。 

   

シームラベル アクセサリーラベル1枚に付き - ⼩さい製品 アクセサリーラベル1枚に付き - 

⼩さい製品 
• D/W １メートル

に付きラベル40枚 

• S/W １メートルに

付きラベル20枚 

証拠を受け取り次第HTAから追加

供給可能（ラベルポリシー参照） 

スイングタグ 全ての場合において、スイングタグはHarris Tweed ™⽣地が商品の
外部表⾯積の50％以上を占めるときのみ使⽤できます。 

Harris Tweed ™⽣地を50% 以上含
む製品 

• D/W １メートル

に付きラベル40枚 

• S/W １メートルに

付きラベル20枚 

証拠を受け取り次第HTAから追加
供給可能（ラベルポリシー参照） 
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