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1934年、ウォルターアシュフォードによって創設された
アシュフォードハンディクラフトは、現在、世界を代表す
る紡ぎ車と織り機、テキスタイル用具のメーカーとなっ
ています。私たちがこれまで世界に送りだした紡ぎ車
と織り機の数は、すでに80万台余り。アシュフォードの
製品は、環境保護のために伐採を管理されている森林

（森林協議会認定）から、上質なニュージーランド原産のシ
ルバービーチ材を選りすぐって製造されています。

私たちの製品は、これまで80年におよぶ経験とお客様
からのご要望、研究と開発の成果です。いずれの製品
も塗装されていないナチュラル仕上げ、または環境に
優しい水性塗料を使用したラッカー仕上げからお選び
頂けます。シンプルで組み立てが簡単、そして楽しく使
える様にデザインされています。また、私たちのミルト
ンの紡績工場では、高品質のフリースを使用したスラ
イバーの生産や染色など、繊維素材の開発にも力を
入れています。

私たちの紡ぎ車と織り機、カーダー、素材を使って、自
らの手で糸を紡ぎ、布を織り、世界にたった一つの作
品を創作する楽しみと喜びをぜひ体験して下さい。持
続可能で、資源の再生になる、とても環境に優しいこ
のクラフトをどうぞ心おきなくお楽しみ下さい。

先ごろ、経営陣に私たちの息子ジェイムスと、そのパー
トナーであるデイヴィッド・レスターが加わり、現在2人
は、私が私の父からこの仕事を学んだ様に、私とエリ
ザベスから学んでいるところです。これからも引き続
き、アシュフォードの伝統である、高品質でお求めやす
い製品の提供と、行き届いたサービスとサポートをお
届けしていきます。

どうぞ私たちと一緒に、素晴らしいテキスタイルアート
の世界を体験して下さい。

エリザベス＆リチャード アシュフォード
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トラベラー
場所を取らない縦型の紡ぎ車です。快適に紡げるボー
ルベアリング内蔵のはずみ車、ペダルの蝶番には音の
静かなポリウレタン製を採用。ボビン立ては本体に内
蔵。ボビン4 本付属。シングルドライブかダブルドライブ、
また白木かラッカー仕上げからお選び頂けます。

はずみ車径   46cm 
吸込み口径   1cm 
ボビン容量   100g 
回転比 シングル  6, 7.5, 10, 14 
 ダブル  6, 8, 10.5, 13（ボビンリード） 
重量    7kg

トラディショナル
世界一普及している紡ぎ車です。22インチの大きなはずみ車には、ボー
ルベアリングを内蔵。快適な紡ぎが楽しめます。ボビン4 本とボビン立
て付属。シングルドライブかダブルドライブ、また白木かラッカー仕上げ
からお選び頂けます。

はずみ車径   56cm 
吸込み口径   1cm 
ボビン容量   100g 
回転比 シングル  7, 9, 12, 17 
 ダブル  7.5, 9.5, 13, 16（ボビンリード） 
重量    8kg

スピニングチェア
正しい姿勢を保ち、作業の妨げにならな
いデザインです。座の高さ43cm。白木
かラッカー仕上げからお選び頂けます。

アクセサリ： 
ダブルペダルキット、スライディングフックフライヤー（スタ
ンダード・ジャンボ）、ベーシックジャンボフライヤー、クィル
スピンドル、ボビン

アクセサリ： 
ダブルペダルキット（旧シングルペダル機種用）、スライディングフッ
クフライヤー（スタンダード・ジャンボ）、ベーシックジャンボフライ
ヤー、クィルスピンドル、ボビン

アクセサリ： 
スライディングフックフライヤー、 
ジャンボスライディングフックフライヤー、 
ダブルペダルキット、ハイスピードダブルドライブアダプターキッ
ト、クィルスピンドル、ボビン

エリザベス 2
機能、スタイル、使いやすさ、どれをとっても最高
の紡ぎ車です。24インチの特大はずみ車には、ボー
ルベアリングを内蔵。快適な紡ぎが楽しめます。ダ
ブルドライブモデルのみ。ボビン4 本とボビン立て付
属。白木またはラッカー仕上げからお選び頂けます。

はずみ車径 61cm 
吸込み口径 1cm 
ボビン容量 100g 
回転比  8.5, 11, 15,  
  18（ボビンリード） 
重量  9kg
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ジョイ 
フリーダム フライヤー
ノベルティヤーンやアート
ヤーンに最適。直径 25mm
の特大吸い込み口と特大
ヤーンガイドを搭載。ジャン
ボボビン付属。

ジョイ キャリーバッグ
ジッパーと大きなポケットが3つ付いた、ジョイ専

用綿入りショルダーバッグ。カンバス地製。

ジョイ 2
平らに折りたためる紡ぎ車です。快適に紡
げるボールベアリング内蔵のはずみ車とフラ
イヤー、ペダルには音の静かなポリウレタ
ン製の蝶番を採用。持ちやすい取っ手とボ
ビン立てを内蔵。スライディングフックフライ
ヤー、ラージボビン3 本、キャリーバッグ付属。
ラッカー仕上げ、組立て済み。シングルペ
ダルかダブルペダルからお選び頂けます。

はずみ車径 40cm 
吸込み口径 1cm 
ボビン容量 130g 
回転比  6, 8, 11, 14 
重量  5kg 〜
アクセサリ：フリーダムフライヤー、 
キャリーバッグ、ボビン

ダブルペダル

シングルペダル

e-スピナー 3
リラックスして1 日中紡ぎを楽しめる、音の静かな電動式紡ぎ車です。極細糸から極太糸まで、速度を調
節して様々な糸を紡げます。軽くて小さく、持ち運びに便利。スライディングフックフライヤー、吸込み口
10mm 変換アダプター、ジャンボボビン3 本、テンション付ボビン立て、フットスイッチ、各国の
電 圧に対 応。変 換プラグ（日本、アメリカ、イギリス、ヨーロッパ、北欧、オーストラリア、ニュージーランド） 
付属。市販の12vバッテリーでも駆動可能。ラッカー仕上げ、組立済み。

吸込み口径 1.5cm（1cm 変換アダプター付属） 
モーター DC12V 2A 
速度  0 〜 1,800rpm 
ボビン容量 225g 
電源  100 〜 240V 
重量  2kg
アクセサリ： 
12v 車用電源アダプター、ボビン

e-スピナーフットスイッチ
電源の入切を足で操作できる
フットスイッチです。2016
年以降のモデルに対応。
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カントリー 2
極太糸が紡げる紡ぎ車です。直径 27mm の大きな吸込み口な
ら、アートヤーンの撚り合わせも楽々。約 1kg の糸が巻ける特
大ボビン。3 段変速の低速回転比で、微妙な撚りをコントロー
ル。快適に紡げるボールベアリング内蔵のはずみ車。本体に予
備ボビンを2 本収納できます。ペダルには音の静かなポリウレ
タン製の蝶番を採用。吸い込みは皮ブレーキを使ったボビンリー
ド方式。ボビン1 本付属。白木とラッカー仕上げからお選び頂
けます。

はずみ車径 46cm 
吸込み口径 2.7cm 
ボビン容量 900g 〜 1kg 
回転比  3, 4, 5 
重量  8kg
アクセサリ： 
ボビン、スーパーリデューサーセット

キウィ 
ハイスピードキット 

回転比 11, 14

キウィ スーパーフライヤー
アートヤーンの紡ぎと撚り合わせに最適。
直径 27mmの特大吸い込み口と、糸が
引っかからないフリーフローヤーンガイド
で、ノンストップで紡げます。スーパーボ
ビン3 本、ボビン立て、ドライブベルト付属。

ボビン容量 500g 
回転比  3

キウィ 2
シンプルで簡単に使える紡ぎ車です。ボー
ルベアリング内蔵の丈夫な MDF 製のはず
み車、ペダルには音が静かでしなやかに動
くポリウレタン製の蝶番を採用。ボビン立
ては本体に内蔵されています。スライディ
ングフックフライヤー、ボビン3 本付属。シ
ングルドライブ。白木またはラッカー仕上
げからお選び頂けます。

はずみ車径 45cm 
吸込み口径 1cm 
ボビン容量 130g 
回転比  5.5, 7.25 
重量  5.5kg
アクセサリ： 
ハイスピードキット、 
スーパーフライヤー、 
ボビン、スーパーリデューサーセット

ドロップスピンドル

ドロップスピンドル コレクション
トップホイールスピンドル5 本とスタンドのセットです。
軽いスピンドルでは細い繊維を、重いスピンドルでは
長く艶のあるフリースを。重さを使い分けて様々な紡
ぎを楽しめます。円盤に溝を入れることにより、軽く、
大きなはずみがつくようになっています。ラッカー仕
上げ、専用フック付属。

トップホイールスピンドル
コレクションのスピンドルは、個別

でもお買上げ頂けます。

ターキッシュ
交差した板を引き抜くと、紡い
だ糸がそのまま毛糸玉になりま
す。専用フック付属。

板の長さ155mm 重さ60g

スチューデント
初心者に最適のトップホイールスピ
ンドル。ホイールは心棒に固定。フッ
ク付属。

直径 80mm 重さ65g

クラシック
人気のボトムホイールスピンドル。
ホイールを取り外すことができま
す。専用フック付属。

直径 100mm 重さ90g

90mm 80g 
80mm 50g 
70mm 35g 
60mm 20g 
50mm 15g
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スピニングアクセサリ

ハイスピード 
ダブルドライブ 

アダプターキット
回転比 10, 13.5, 21

スライディングフック フライヤー
シングル用とダブル用、スタンダードまたはジャンボ
からお選びください。ボビン1 本付属。

ベーシックジャンボ 
フライヤー

回転比 4.5, 7.5, 9.5, 13.5

ダブルペダルキット
トラディショナル、トラベラー、
エリザベス用。

ボビン各種
シングルドライブ用：キウィスーパーフライ
ヤー（KSFB）、ジャンボ（JB）、スライディングフッ
クフライヤー（SHFB）、スタンダード（SB）

ダブルドライブ用：ジャンボ（JDDB）、スライディ
ングフックフライヤー（SHFDDB）、ダブルドラ
イブ/エリザベス（DDB）、ハイスピード（HSDDB）

ニッディノッディ サンプラー
90cmのかせができます。

ヤーンゲージ
12.5mmと25mmの
切れ込み入り。

クィルスピンドル
トラディショナル、トラベ
ラー、エリザベス用。

ニッディノッディ ジャンボ
2mのかせができます。

ニッディノッディ
1.5mのかせができます。

ワックスポリッシュ
紡ぎ車の木肌の保護と補修に。
簡単に塗れます。

テンション レイジーケイト
撚りあわせ時にボビンの回転を調節す
るブレーキ付きボビン立て。

たて型 レイジーケイト

スケイナー 2
1mから2mまで、好きな大きさ
のかせを巻くことができます。糸
の引きの調節が可能。白木また
はラッカー仕上げ。

木製スケイナー
木製のかせくり器。1.85m
までのかせが巻けます。
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フリックカーダー
繊維の束をほぐすためのカー
ダーです。手首に優しく持ちや
すい取っ手。1 本で使います。

72 ポイント（細目）

クラシック ハンドカーダー
繊維にくしをかける伝統的な道具です。
丸く持ちやすい取っ手を採用。簡単に組
み立てられます。2 本セット。

72 ポイント（細目）または、 
108 ポイント（極細目）

ハンドカーダー
スチューデント ハンドカーダー
取手が一体になった丈夫な合板製のハ
ンドカーダーです。2 本セット。

72 ポイント（細目）

スモールハンドカーダー
軽くて使いやすい小型のクラシックハンド
カーダーです。丸く持ちやすい取っ手を
採用。

72 ポイント（細目）または、 
108 ポイント（極細目）

ブレンディングボード
絵を描くようにして、色や繊維の混ざり具合や
位置を完璧にコントロールできます。美しいス
トライプのローラッグを作って、オリジナルの
糸を紡いでください。簡単、そして楽しく使え
ます。スタンドは 3 段階に調節可能、簡単に
取り外せます。持ち運びに便利な大きな取っ
手付き。カード範囲 30cm × 30cm、針布は
極細目の108 ポイント。ブレンディングブラシ、
繊維を引いたりボードからはがすためのロー
ラッグ棒 2 本付属。ラッカー仕上げ。

天然の繊維で糸や衣服を作る。 今広まりつつある、アート、布、ユニークなテキスタイルの制作を通して
自らの生活を豊かにしているスピナーとウィーバーのグループに加 わりましょう。



パッカーブラシ
繊維を無駄なくドラムに巻き取ること

ができます。モヘア、アンゴラ、アル
パカなど、クリンプの少ない細い繊

維のカーディングで活躍。20cm 径ド
ラムを搭載した、全アシュフォード製

ドラムカーダーに取り付け可能。

アシュフォードのドラムカー
ダーは全機種大小ドラム間の
調節が可能です。また、パッ
カーブラシ、クリーニングブラ
シ、ドファー、クランプが付属。
ラッカー仕上げ、組立て済みと
なっています。
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ワイルド ドラムカーダー
ワイルドなアートヤーンの製作に最適。特長の針布
で、繊維、裂き布、リボン、羽毛、紙など、様々
な素材を手軽にブレンドできます。素材に合
わせて回転比とドラム間の調節が可能。パッ
カーブラシ、クリーニングブラシ、ドファー、
クランプ付属。ラッカー仕上げ、組立済み。

カード量 約 40g/回 
カード幅 10cm 
回転比  6:1 
針布  72 ポイント（細目） / 特長針

スタンダード ドラムカーダー
糸紡ぎやフェルト作りのカードがけが簡単にできる、標準型のド
ラムカーダーです。スライバーのブレンドには 4：1、フリースを
丁寧にかけたい時には 6：1 など、2つの回転比を使い分けて、
広い用途に使えます。

カード量 約 50g/回 
カード幅 20cm 
回転比  4:1, 6:1 
針布  72 ポイント（細目）または 120 ポイント（極細目）

ドファー
個別でもお求め頂けます。クリーニングブラシ

個別でもお求め頂けます。

細目 72 ポイント

極細目 120 ポイント

ワイド ドラムカーダー
簡単にたくさんのカーディングができる
幅広のドラムカーダーです。２種類
の回転比を使い分けて広い用途に
使えます。

カード量 約 100g/回 
カード幅 30cm 
回転比  4:1, 6:1 
針布  72 ポイント（細目） 細目 72 ポイント
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織る、紡ぐ、カードをかける、染 める、フェルトを作る、手作りの満足感と喜びを体験 。 
ありとあらゆる方法で素材の色と感触を楽しみましょう。

サンプルイット ルーム
初心者にもベテランにもお勧めの織り機です。簡単にたて糸が張れ
て、すぐに織り始められます。新しいテクニックを試したり、サンプ
ル織りでも活躍。また、手織りを始めたい人へのプレゼントとして
も最適です。織り幅 25cm、握りやすいハンドルと丈夫なナイロン製
の歯車（30爪）。織りの最中はもちろん、持ち運ぶ時にも外れない歯
車止めを採用。ダブルへドル機構を内蔵。筬（30羽/10cm）、シャトル2
本、糸通し、ワーピングペグ、クランプ、解りやすい説明書付属。

織り幅   25cm, 40cm 
重量   1.4kg, 1.7kg
アクセサリ： 
筬各種（10、20、30、40、50、60羽/10cm）、 
コンビ筬、専用ルームスタンド

専用スタンドダブルへドル機構を内蔵
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コンビ筬
羽数の違う筬を組み合わせて、同じたて糸の
中に、細い糸から太い糸まで様々な糸を使う
ことができるようになります。リジッドヘドル
ルーム（120cm幅を除く）用、サンプルイットルー
ム用、ニッターズルーム用。キットには、10、
20、30、40、50、60 羽 /10cmの各羽数ごと
に、5cm 幅と10cm 幅が1 枚ずつ入っています。

ニッターズ ルーム
たて糸を張ったまま折りたためる、持ち運びに便利な織り機です。様々な色と素
材を自由に合わせて、世界にひとつだけの布を織り上げてください。スカーフか
らショールまで、織るものにあわせて3 種類の織り幅からお選び頂けます。握りや
すいハンドルと丈夫なナイロン製の歯車（30爪）。織りの最中はもちろん、持ち運ぶ
時にも外れない歯車止めを採用。筬（30羽/10cm）、シャトル 2 枚、糸通し、ワーピ
ングペグ、クランプ、解りやすい説明書付属。ラッカー仕上げ、組立済み。各サ
イズとも、キャリーバッグとのセットもご利用下さい。

織り幅　30cm, 50cm, 70cm
アクセサリ： 
筬各種（10、20、30、40、50、60羽/10cm）、 
セカンドヘドルキット、 
ルームスタンド、 
コンビネーション筬、 
キャリーバッグ

ニッターズルーム 70cm 幅 
*スタンドは別売り

織り途中でも折りたたんで
持ち運びができます。

キャリーバッグ
綿入りカンバス地製。4つのポケットと、ョルダーストラップ、
ジッパー付き。30cm、50cm、70cmのニッターズルーム用。

ニッターズルーム スタンド
楽な姿勢に合わせて角度を調節できます。
しっくりとくる足置き付き。ラッカー仕上げ。
70cm 用のみサポートブレイス付属。

サポートブレイス キット
30cm、50cm 幅用スタンドに取り付け
る補強材です。

筬（おさ/リード）
羽数の違う筬を各種。細い糸〜太い糸、質
感のある糸まで様々な織りに対応。丈夫なナ
イロン製。リジッドへドルルーム、サンプルイッ
トルーム、ニッターズルーム、各織り機用に、
10、20、30、40、50、60 羽 /10cm （2.5, 5, 7.5, 
10, 12.5, 15dpi）を揃えています。

ウィービング アクセサリ

ピックアップスティック  
全 7サイズ

スティックシャトル 
全 7サイズ
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リジッドヘドル ルームスタンド
両脇に棚と足置きがついた丈夫なスタンドです。

幅：40cm 用、60cm 用、80cm 用、120cm 用
（お手持ちのリジッドヘドルルームの幅に合わ

せてお求め下さい）

リジッドヘドル ルーム
とても簡単に使える用途の広い織り機です。たて糸を張るのは簡単で、すぐに織り始められます。
お気に入りの色や素材を使って、自分だけの作品を織り上げて下さい。握りやすいハンドル、丈夫
なナイロン製の歯車（40爪）。織りの最中はもちろん、持ち運ぶ時にも外れない歯車止めを採用。筬

（30羽/10cm）、シャトル2 本、糸通し、ワーピングペグ、クランプ、解りやすい説明書付属。

織り幅　40cm, 60cm, 80cm, 120cm
アクセサリ： 
筬各種（10、20、30、40、50、60羽/10cm）、 
コンビネーション筬、 
セカンドへドルキット、 
フリーダムローラー、 
テーブルスタンド、 
ルームスタンド

テーブルスタンド
織り機を起こして立てられる卓上スタンドです。タペスト
リー織りなど、よこ糸を素手で通して織る作品で重宝し
ます。角度の調節が可能、全てのリジッドヘドルルーム用。
簡単に取り付けられます。

ウィービングニードル
とても便利な木製ニードル3本セット。どんな織物にもタペストリー
織りのテクニックを素早く簡単に取り入れられます。大きな針穴に
は、裂き布や太糸、繊維など様々な
素材を簡単に通せます。

3 本セット 
（12cm, 17cm, 22cm）

セカンドへドル キット
2 枚の綜絖を使って30epiまでの細かい模様や、ダブ
ル幅や二重織りを織れるようになります。両側 2つの
筬立てと詳しい説明書のキットです。筬別売り。リジッ
ドヘドルルームとニッターズルームの全ての織り幅に
取り付けが可能。

タペストリー用たて糸
丈夫なコットン100%。

200g 巻（約560m）

タペストリービーター
タペストリー織りの打ち込みになくて
はならないアイテムです。リーヤノット、
ループパイルなど、タペストリーウィー
ビング全般で大活躍。ラッカー仕上げ。 ニッターズルーム用 リジッドへドルルーム用

フリーダムローラー
より長く、より太いたて糸を巻くこと
ができるようになる、追加の巻き
取りローラーです。同じたて糸
に、何種類かの作品を続けて
織ることも可能。ダブル幅織り
も簡単。ラグや極太糸などの作
品に。ワープスティック、ワープス
ティック留め付属。

幅：40cm 用、60cm 用、80cm 用、
120cm 用（お手持ちのリジッドヘドルルー
ムの幅に合わせてお求め下さい）
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ケイティ テーブルルーム 8 シャフト
折りたたみ式の 8 シャフト織り機です。集ま
りや旅行に携行、サンプル織りに最適。筬
枠を上げて糸通しができます。自然に戻る
吊り下げ式の筬枠。握りやすいハンドル、丈
夫なナイロン製の歯車（30爪）、外れにくい歯
車止めを採用。ステンレス筬（40羽/10cm）、糸
綜絖（320本）、糸通し、シャトル2 枚、キャリー
バッグ、解りやすい説明書付属。ラッカー仕
上げ、組立て済み。

織り幅  30cm 
大きさ  47cm（高） 

（折りたたみ時）
 47cm（幅） 

  27cm（奥） 
重量  6.5kg
アクセサリ： 
筬各種（24、32、40、48、64/10cm）

テーブルルーム 4 シャフト
伝統的なものからモダンなものまで、様々な模様を楽
しめます。平らに折りたためるので、持ち運びや収納に
便利。自然に戻る吊り下げ式の筬枠。握りやすいハン
ドルと丈夫なナイロン製の歯車（40爪）。織りの最中はも
ちろん、持ち運ぶ時にも外れない歯車止めを採用。ス
テンレス筬（40羽/10cm）、糸綜絖、糸通し、シャトル2 枚、
解りやすい説明書付属。ラッカー仕上げ。

織り幅   40cm, 60cm, 80cm 
高さ   18cm（折りたたみ時） 
重量   7kg 〜
アクセサリ： 
筬各種（24、32、40、48、64/10cm）

テーブルルーム スタンド
両側に棚の付いた丈夫な専用スタンドです。4 枚の綜絖を足
踏み式にできます。ラッカー仕上げ。40cm、60cm、80cm、
織り機の幅に合わせてお選び下さい。

テーブルルーム 8 シャフト
より複雑な模様が織れる8 シャフトの織り機で
す。平らに折りたためるので、持ち運びや収納
に便利。打ち込むと自然に戻る吊り下げ式の筬
枠。握りやすいハンドルと丈夫なナイロン製の
歯車（40爪）。織りの最中はもちろん、持ち運ぶ時
にも外れない歯車止めを採用。ステンレス筬（40

羽/10cm）、糸綜絖、糸通し、シャトル 2 枚、解り
やすい説明書付属。ラッカー仕上げ。

織り幅   40cm, 60cm, 80cm 
高さ   18cm（折りたたみ時） 
重量   9kg 〜
アクセサリ： 
筬各種（24、32、40、48、64/10cm）

たて糸をかけたまま折り
たたんで持ち運べます。

カンバス地製綿入りキャ
リーバック付属。ジッパー、
ポケット、持ち手、ショル
ダーストラップ付き。
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テーブルルーム 16 シャフト
本格的な 16 シャフトの織り機です。中央部分を倒
して、持ち運びができます。自然に戻る吊り下げ
式の筬枠。両側に付いた握りやすいハンドルと、丈
夫なナイロン製の歯車（40爪）が、たて糸の張りを
均等に保ちます。織りの最中はもちろん、持ち運
ぶ時にも外れない歯車止めを採用。ステンレス筬

（48/10cm）、糸綜絖（1280本）、糸通し、シャトル 2 枚、
解りやすい説明書付属。ラッカー仕上げ。

織り幅   60cm 
高さ   26cm（折りたたみ時） 
重量   15.5kg
アクセサリ： 
筬各種（24、32、40、48、64/10cm）

ルームスタンド
平らに折りたためる、棚付きの丈夫なスタンドです。 
ラッカー仕上げ。

ジャックルーム
本格的なウィーバーとそれを目指す人のための、末
長く使える織り機です。8 シャフト、10 ペダル、丈
夫でコンパクトな据え置き型。様々な織りパター
ン、織り幅、糸の種類に幅広く対応。ステンレス筬

（48/10cm）、糸綜絖（800本）、糸通し、ボートシャ
トル、クロススティック、木製ワープスティック、
タイアップコード付属。ラッカー仕上げ。

織り幅   97cm 
重量   58kg
アクセサリ： 
筬各種（24、32、40、48、64/10cm）

たて糸の巻き取りと、張り
具合の調節が快適にでき
る、摩擦式ブレーキと金
属製歯車を採用。

キャップ付きラドル（粗筬/仮筬）を内蔵。
前後のビームを取り外して、楽にた
て糸を張ることができます。たて糸の
巻き取りと張り具合の調節は、手前
のレバーを使って座りながら行えます。
広く開くシェッド、静かでスムースに
動く平行ラム。たて糸を張ったまま折
りたたる後ビームは、移動時や収納
にとても便利です。
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整経用具

ワーピングフレーム
11mの整経ができます。

ワーピングフレーム （スモール）
4.5mの整経ができます。ラッカー仕
上げ。ケイティテーブルルームと併せ
てどうぞ。

ラドル（粗筬/仮筬）
均等なたて糸張りが簡単にできます。
12.5mm 間隔にピンが付いています。
セーフティリング、ヘルピングハンド（仮
止め紐）、ワープスティック付属。ラッ
カー仕上げ。30cm、40cm、60cm、
80cm 幅用があります。

セカンド バックビーム
織り機の後ろにローラーとビームを
追加するキットです。伸びの違う2
種類のたて糸の張りを整えます。織
り機の幅に合わせて40cm、60cm、
80cm 幅用があります。

ワーピングミル
15mの整経ができます。 
すばやく整経できる回転
式。クランプ付属。

ウィービング アクセサリ

ホビーベンチ
座の下が道具入れになって
います。座の高さを49cm、
52cm、56cm、60cm に調
節可能。

ボートシャトル
29cmと35cmの2サイズ。 
ボビン付属。

ピックアップスティック
全 7サイズ

スティックシャトル
全 7サイズ

ボビン
プラスチック製または紙製。10 本パック。

フリンジツイスター
ツイストフリンジがきれいにできます。飾
り紐作りにも。クランプ付属。ラッカー
仕上げ。 ボートシャトル 

ボビン巻き
木製（左）と金属製（右）。

タペストリービーター
タペストリー織りの打ち込みに
なくてはならないアイテムです。
リーヤノット、ループパイルな
ど、タペストリーウィービング
全般で大活躍。ラッカー仕上げ。

たて糸ウエイト
とても使い勝手のよいたて糸用の重
りです。綜絖に通さないたて糸（フ
ローティングサルベージ）や、途中で加
える飾り糸、切れてしまったたて糸
に張りを加えます。ボビン型の本体
に、十分な長さの糸を
巻いておくことが可
能。2 本セット。 
ラッカー仕上げ。

たて糸スタンド
たて糸を張るときにとても重宝するコーンスタンド
です。6 本のコーンを取り付けられ、それぞれの
糸をスムースに引き出せます。滑りにくいゴム製
の足を採用。ラッカー仕上げ。
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タペストリールーム
クリエイティブな自分だけのアート作品やラグを
織ってみましょう。糸を巻くようにすばやくたて
糸が張れる回転式フレームを採用。たて糸の張
り具合と高さ、傾きの調節が可能。タペストリー
ボビン2 本、たて糸の張り方説明書付属。

織り幅　103cm（幅）× 74cm（高）

タペストリーボビン

タペストリー用たて糸
丈夫なコットン100%。

200g 巻（約560m）

ウィービングニードル
とても便利な木製ニードル3 本セット。どんな
織物にもタペストリー織りのテクニックを素早
く簡単に取り入れられます。大きな針穴には、
裂き布や太糸、繊維など様々な素材を簡単に
通せます。

3 本セット（12cm, 17cm, 22cm）

ウィービング フレーム
ポータブルで使いやすい、織りの入門に最
適です。自由なアート作品、壁掛け、ま
た精密なタペストリーを創作しましょう。

ラージ  70 x 50cm 
スモール 35 x 25cm 

ベルトシャトル

インクルルーム
たて糸が表になる飾り紐、ブレスレットやベル
トなどの細長いものを織る織り機です。ベル
トシャトル、クランプ付属。

たて糸の長さ　最長 280cm

インクレットルーム
持ち運びに便利な小型のインクルルーム
です。シャトル付属。

たて糸の長さ　最長 180cm
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コットン
美しいマーセルコットン100%の織り糸です。ウェイトは10/2
と5/2の2 種類。いずれもモダンな18 色からお選び頂けます。
200g/コーン。

NE 10/2 - 200g/コーン（1696m/1854ヤード）
NE  5/2 - 200g/コーン（848m/927ヤード）

01 ブリーチホワイト
03 フォッグ
08 パインバーク
09 フライアブラウン
10 トワイライトグレー
11 ジェットセットブラック
12 チリペッパー
22 シダーグリーン
30 トゥルーブルー

40 デイジーピング
42 ハニーサックル
44 スキューバブルー
46 ダジリングブルー
48 コーラルレッド
50 セロシアオレンジ
52 グリーングロー
54 フリージア
56 ラディアントオーキッド

マッケンジー 4プライ
ニュージーランド産メリノウール100%。柔らかな4プライ。編み物、クロシェット、
ウィービングに最適。洗濯機で洗えるタイプの毛糸です。

ウォッシャブル、標準状態重量：100g/ 玉（357m/390ヤード）、棒針：2.75 〜 3.25mm（2〜3 USサ
イズ）、標準ゲージ（10x10cm）：26 〜 28 目・36 段。

601 オプティカルホワイト
602 ナチュラルホワイト
603 ビスコッティ
604 バター
605 ブロッサム
606 パウダーブルー
607 ミント
608 シャルトリューズ

609 サングリア
610 オーキッド
611 ストーンウォッシュ
612 グラファイト
613 ミッドナイトブルー
614 ブラック
615 トラディショナルレッド

ランダムカラーウェイ

616 シャーベット
617 ピスタチオ
618 ヒヤシンス
619 ウェッジウッド
620 ノーティカル
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テカポヤーン
アシュフォードが自信を持ってお勧めするオリジナル毛糸テカポヤーンは、ニュージー
ランド中の牧場から良質のウールを集め、ニュージーランドの小さな紡績工場で生産
されています。このセミウーステッドヤーンは、コリデールのブレンドを使用し、柔ら
かさと強さに特にこだわってデザインされています。編み、織り、クロシェット、ニッ
ト/フェルトの布地、アクセサリー作りに最適です。3、8、12プライからお選び頂けます。
*糸についての詳細、またニッティングパターンのダウンロードは、ぜひ www.ashford.co.nz へお越しください。

テカポ 3・8・12プライ
02* ビスコッティ
03 バター
04 ブラッサム
05 パウダーブルー
06* ナチュラルホワイト
07* ナチュラルライト
08* ナチュラルミディアム
09* ナチュラルダーク

10* チャコール
11* ブラック
12* トラディショナルレッド
13 ラベンダー
14* グレープ
15 プラム
16* サングリア
17 マホガニー

18 カプチーノ
19 オークル
20 マスタード
21* シャルトリューズ
22* オリーブ
23 セージ
24 マルガリータ
25 パイン

26* アズール
27 スレイト
28* シルバー
29* ストーンウォッシュ
30* ミッドナイトブルー

ランダムカラーウェイ 

31 ムーンストーン
32 エバーグリーン
33 アクアマリーン
34 モロッカン
35 シャーベット

3プライは *印の色のみとなります。

テカポ 3プライ - 標準状態重量：100g/ 玉（454m/496ヤード）、棒針：2.75 〜 3.25mm（2〜3 USサイズ）、標準ゲージ（10×10cm）：30 〜 32 目・40 段 
テカポ 8プライ - ダブルニット、標準状態重量：100g/ 玉（200m/218ヤード）、棒針：4 〜 4.5mm（6〜7 USサイズ）、標準ゲージ（10×10cm）：20 〜 22 目・28 段 
テカポ12プライ - トリプルニット、標準状態重量：100g/ 玉（134m/146ヤード）、棒針：5 〜 5.5mm（8〜9 USサイズ）、標準ゲージ（10×10cm）：17 〜 18 目・22 段

* 印刷の色は実物と異なる場合があります。ご了承ください。
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ウールスライバー 
Premium 100% pure New Zealand wool

アシュフォードのウールスライバーは、100%ニュージーランド産です。ニュー
ジーランド南島の広い牧場で、青々とした草を食んで育った健康な羊（ミュールシ

ングされていません）のウールの中から、枯れ草などの混入が少なく、切れやすい
部分がなく、膨らみと輝き、十分な長さがあり、しかも適正な太さを持つ繊
維のみを使用しています。こうして選定されたウールは、環境に安全な洗剤
で洗われた後、私たちのミルトンの工場で、最高水準の管理のもとスライバー
へと生まれ変わります。そこでは、環境に安全な染料（Oeko-tex認定）を使用し
た染色から始まり、スチームドライ、カーディング、ギリング、コーミングなど、
長いプロセスを経て、玉に巻かれます。こうしてできたスライバーは、なんの
準備も必要なく、そのまますぐに使うことができます。100 色を超える美しい
色と、上品なブレンドの中から、あなたのお気に入りを見つけてください。
私たちのウェブサイト www.ashford.co.nz から、全ての色が少しずつ入った
サンプルパックをお求めいただけます。どうぞご利用ください。

コリデールスライバー・メリノスライバー
コリデール 太さ約 30 μの柔らかいウールです。細〜中太の糸に紡いで、ベビー服やホームウェア、布地、ニット、クロシェ、フェルトなど幅広い用途に適しています。 
メリノ  太さ約 22 μのとても細いウールです。極細糸の紡ぎ、細かいニットやクロシェ、レース、フェルトなどに向いています。

001 キウィフルーツ 
003 チーズケーキ 
004 グリーンティー 
006 パンプキンパイ 
007 スペアミント 
008 グレープジェリー 
009 ナツメグ 
010 バブルガム 
011 マシュマロ 
012 ストロベリーショートケーキ 
013 ブルーベリーパイ 
014 リコリス 
015 チリペッパー 
016 グレー 
018 クッキー 

019 ビーンスプラウト 
020 チョコレート
021 ブルー
022 グリーン 
023 マゼンタ 
024 オレンジ 
025 パープル 
026 ターコイズ 
027 イエロー 
028 スカーレット 
029 ブラッシュ 
030 アイス 
032 ミント 
033 カップケーキ 
034 ラベンダー 

035 ハニー 
036 バタースコッチ 
037 トフィー 
038 オリーブ 
039 オーバジーン 
040 キャンディフロス
041 インディゴ
042 ラグーン 
043 ライム 
044 ライラック 
045 レモン 
046 パンジー 
047 ラズベリー 
048 タンジェリン 
049 チェリーレッド 

050 アメジスト 
051 ファーングリーン
052 オーキッド
053 蛍光 ライム 
054 蛍光 オレンジ 
055 蛍光 ピンク 
056 蛍光 イエロー 
057 蛍光 ブルー
058 フォッグ
091 ナチュラルホワイト 
092 ナチュラルライト 
093 ナチュラルミディアム 
094 ナチュラルダーク
124* ナチュラル フュージョン

* 印刷の色は実物と異なる場合があります。ご了承ください。

*コリデールのみ
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098

330 335

315

320 325

300 305

310

099

105

100

101

107

106

102

103

110

104 112

111

109

108
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シルク+メリノ
マルベリーシルク20%とニュージーランドメリノ80% のとても豪華
なブレンドです。22ミクロンのファインメリノと、シルクの持つ光沢
が見事に合わさりました。細糸、レース糸、軽い糸を紡いでニッティ
ングに、また、セミウーステッド（半梳毛）に紡いで織り物にも。

アルパカ+メリノ
ベビーアルパカ30%とニュージーランドメリノ70%の贅沢なブレンドで
す。とても柔らかくシルキーなアルパカの暖かさはウールの5 倍。21.5
ミクロンの白いベビーアルパカと、22ミクロンのメリノをブレンドした、
ナチュラルホワイトと美しいヘザーカラー 7 色の色あいと手触りをお楽
しみください。

300 フロスト 
305 グラネット 
310 シーミスト 
315 ティストル 

320 ローズヒップ
325 モス
330 ローアンベリー
335 プリムローズ

098 ジュニパー 
099 パメグラネット 
100 サフラン 
101 シナモン 
102 ペッパーコーン 
103 サルビア 
104 マルベリー 
105 ポピーシード 

106 スパイス 
107 ダムソン 
108 バニラ
109 ストーム
110 サンセット
111 シャーベット
112 ジェムストーン
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ラグジュアリーファイバー
あなたの作品に少し魔法をかけましょう。次の作品に
は、この贅沢なファイバーセレクションの中から素材を
選んで、自分を甘やかしてみてはいかがでしょう？その
素晴らしい見た目と手触りは、そのままでも、他の繊
維とブレンドしても、とても特別な効果を発揮すること
でしょう。選りすぐりのシルク、リネン、テンセル、バ
ンブー、特別なウール、ブレンド、またレインボー染
めとナチュラルホワイトのイングリッシュレスターをぜひ
お試し下さい。いずれも1kg、500g、100gパックから
お選びいただけます。

マルベリーシルクタッサー

ペレンデール

テンセル 2

ポルワス

リネン

帽子真綿

角真綿

イングリッシュレスター
洗い済みフリース

シルク+アルパカ+メリノ ブレンド

レインボー染め
イングリッシュレスター 100% ナチュラルホワイト アルパカ

メリノ 19ミクロン メリノ 22ミクロン

テンセル

アンジェリーナ ゴールド

アンジェリーナ シルバー

メリノ 19ミクロン+シルク ブレンド

糸を紡ぐ、布を織る、カードをかける、フェルトを作る、その時に手にしている様々な繊維の感触を通じて、
自然とつながりましょう。
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フェルト用具
ニードルフェルトは、水も石鹸も使わず
に簡単にできるフェルト作りです。

フェルティングニードル
10 本パックと100 本パックがあります。全 6 ゲージ：三角細
40、星形 38、ミディアム36、粗 32、返し針 36、ツイスト36

スチューデント ニードルパンチ
フェルティングニードル3 本入り。 
ミディアムゲージ。

フェルティング
ボード
フェルト製作用の洗
濯板です。オイル塗
りの丈夫な木材を
使用。水はけのた
めの溝入り。

作業用スポンジ台
ニードルフェルトの作業台とし

て最適。15cm 角。

ニードルパンチ
フェルティングニードル5 本入り。
ミディアムゲージ。

ウール染料コレクション
10g × 12 色入りのパックです。

染料
たんぱく質繊維用の染料です。簡単
に使えて、 安全（環境規格Oeko-Tex 100

をクリア）です。鮮かできれいな発色。
たった 10gで約 1kg の繊維を染めら
れるとても経済的な100% 濃縮。食
酢を使って色止めをします。自分だ
けの色作りをお楽しみ下さい。10g、
50g、250g 入りの3 種類。

レインボーウール 
染料コレクション
全ての虹の色を再現できる
3 原色のセットです。10gと
50gのパックがあります。

ラスト グリーン

スカーレットイエロー

ホットピンク

パープル

ティールブルー ブラック

ネイビーブルー エメラルド ブラウン

250g 50g 10g

色とテクスチャーでテキスタイルに命を吹き込み、あなたの世界を豊かに満たす。
自分だけのスタイルを作り上 げてください。
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www.ashfordclub.co.nz

ASHFORD’S FIBRECRAFT MAGAZINE – NEW ZEALAND

spinning                felting                weaving                knitting                dyeing

Blending Board 

Magic

ISSUE 27 2015
NZ $10   US $7   

AUS $9   GBP £4    

YEN ¥765   EURO €6

Katniss 
Cowl

SUPER Rug

GREAT NEW PRODUCTS AND PATTERNS INSIDE
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ニードルフェルト スターターキット
ニードルフェルトの本、フェルティングニードル、
ウール、スポンジ台、水溶性不織布のセットです。

ビーグル・バタフライキット
それぞれの製作に必要なものが全て入っ
たキットです。

ビギナーキット
必要なものが全て入った、初心者向け
のキットです。お花、いもむしと仲間、
にわとり、ひつじの4 種類。

フェルト キット

Ashford Book of Projects for the 
Eight Shaft Loom
By Elsa Krogh
北欧の伝統的な綾織りのバリエーションか
ら、複数のシャフトを使って織る、サマー
＆ウィンター、裏地を一緒に織るモダンな
織り方など、様々な織り方を掲載。

（40 ページ）

Ashford Book of 
Rigid Heddle Weaving
By Rowena Hart
リジッドへドルを使った織りのすべて。簡単
にたて糸を張る方法と基本的な織り方から、
ブルックスブーケ、ブロンソンレース、そし
てセカンドへドルを使った織りまでを丁寧
に解説。（123 ページ）

Ashford Book of Carding
By Jo Reeve
実践的でアイディアあふれるカーディング
の本が新たな内容を加えての再版。ワイル
ドカーディング、エキゾチックな繊維のブ
レンド、カードした繊維を使っての新しい
プロジェクトなどを追加。

（108 ページ）

アシュフォードの
手紡ぎの本
ジョー リーヴ 著
様々な繊維の紡ぎ方と、素敵な糸を紡ぐ
テクニックを紹介。自分で紡いだ糸を使っ
て、簡単に作れる5つの作品の作り方を掲
載。ステップごとにカラー写真で丁寧に解
説されています。（116 ページ）

アシュフォードの
ニードルフェルトの本
バーバラ アレン著
数々の楽しい作品の作り方を掲載。平面と
立体の基本、かわいい小物、美しい花や
風景、素敵なアクセサリーや装飾品など、
カラー写真とイラストを使って、ステップご
とに丁寧に解説。（112 ページ）

Ashford Book of Weaving Patterns 
From Four to Eight Shafts
By Elsa Krogh
織り作家である著者のお気に入りを集めた、
織りパターン集。ファッショナブルな作品か
らホームウェアまで、古典的な織り物と現
代のテクニックの融合。

（92 ページ）

アシュフォードのYouTubeチャンネルで、様々なハウツービデ
オをご覧いただけます。ぜひお越し下さい。  
www.youtube.com/user/AshfordHandicrafts

The Wheel Magazine
アシュフォードの年刊ファイバークラフト
情報誌。スピニング、ウィービング、フェ
ルト、染め、ニッティングのプロジェクト
やパターン、世界中から集めた情報が
満載です。光沢紙使用の有料版の郵送
をご希望の方は、www.ashford.co.nz/
subscribeからお申し込みください。

Facebookで最新の情報を更新しています。 
 www.facebook.com/ashford.wheels.looms

ぜひフォローしてください。
@ashford_wheels_looms

*タイトルが英語表記の本は、現在英語版のみとなっています。アシュフォードの本

https://www.instagram.com/ashford_wheels_looms/


製品は常に改良されていますので、仕様など予告なく変更する事があります。ご了承ください。

Ashford Handicrafts Limited
415 West Street, P O Box 474, Ashburton, New Zealand 
Tel ： +64 3 308 9087 
Fax ： +64 3 308 8664 
E-Mail ： sales@ashford.co.nz 
Website ： www.ashford.co.nz

アシュフォード製品販売店
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