2022年 秋冬号
（株）アナンダ
〒408-0033
山梨県北杜市長坂町白井沢 2995

英国で選んだフリースが到着！！

フリース荷開き祭
11月19日（土）・20日（日）

フリース祭の1週間後に開催！

フリース講習会
11月26（土）・27日（日）

今年もこのシーズン！ぜひアナンダにお越し下さい！

今年は、ついこの間現地で育てて
いる人と会ったUK産にぐっと感

フリース荷開き祭

情移入！もちろん安定した品質の
NZ産は言うことなし！

11月19（土）・20日（日）

UKフリースが届きました！

店頭限定！来た人だけのお得＆珍品！

お買得！¥760/100g～

2割引！¥4,500/kg～

¥1,000 詰め放題！

フリースロール

ビンテージフリース

ワケありアルパカ

フリース荷開き祭用に作ります！2~3本まと
めてどうぞ！写真は一部、当日は色々並ぶ予
定ですよ！

繊維の質は変わりません。メリノ、コーモ、
ポルワス、いずれも濃茶色が多いです。1kg
から購入可。こちらはネット店でも販売予定!

今回UKから入荷した短い毛や硬めのアルパカ
を、20×30cmの袋につめ放題！がんばれば
300gいけるかも!?

送料が得！ ついでに！

お買い物
フリース祭特別メニュー！要予約
珍品！3枚限り！¥9,800/枚

早いもの勝ち！

フリース形マット

中古機材マーケット

羊の背中でフェルト状になってしまったフリ
ースです。シープスキンとは違い、その羊が
生きたままなのがミソ。

探しものがあるかも！この写真のものがある
とは限りません。また、お問い合わせ、お取
り置きはできません。来てのお楽しみ！

*要工夫、マットとしての品質は微妙！色々試してみて下さい！

アナンダ食堂
フリース講習会については
6ページへどうぞ！

UKフリース250頭入荷！
今年6月に牧場をまわって集めてきました！
今年こそ直接買い付けしたフリースを皆さんに届けたく南から北のヨーク
シャーまで駆け回りました。初めて訪ねた牧場の新鮮なフリースが勢揃い
です。アルパカ牧場の納屋を借りて集めたフリースを梱包。充実した10
日間でした。是非是非見に来て下さい。

推しフリ！

アイスランディック
長い毛足の直毛と下毛の柔らかさと
色に魅了され今年は直接牧場から仕
入れ。スペシャルも一頭ゲット！

今年の入荷と価格
今シーズンに入荷した代表的なフリースはこち
ら！簡単で買いやすい価格形態になりました。

羊毛
アルパカ

¥9,900/kg
¥1,400/100g

アイスランディック、シェットランド、
エクスモアホーン、長毛タイプ、ダウン

推しフリ！

シェットランド
毛足が細くクリンプが深い独
特のフリース、ファンが多い
のも納得。今回は50頭仕入れ
ました。

タイプ、アルパカなど。

羊毛

¥6,900/kg

リンカーン、イングリッシュラスター、
ぺレンデール、その他柔らか系など、美
しいフリース400頭分入荷！

お買い上げ単位
ステキな色がたくさん届いています！

UKアルパカフリース

1頭分の重さが・・

2キロ未満

1頭売り

*1頭分の重さにKgあたりの価格を掛けた価格です。

2キロ以上

量り売り

*ご希望の重さをKgあたりの価格で計算した価格です。

フリース回覧見本帳
来られない方は、フ
リース見本帳をご請
求、またネット店を
ご利用下さい。それ
ぞれ品揃えが違うの
で楽しめます。

ラグやマットにおすすめ！ 季節限定

黄色を楽しむ2割引！

在庫限り

ハード系ロール3種
ハードウィック×ダニーデン
MIXロール
¥600/100g

アルパカ×マンクス
MIXロール
¥600/100g

スコットランドファイン
MIXロール
¥630/100g

植物染めコリデール
MIXロール ¥1,400→¥1,120/100g

硬めのケンピとツヤ。英国
羊毛の良さを生かし
たロールができ
ました！

ハリとボリュームの共演!グラデー
ションが魅力的。ハリの
ある糸なのでラグや
マットに最適。

茶色に染色メリノの青ネップがア
クセント。長毛で柔らか、ケ
ンピ入りなのでひざ
掛けに是非！

色んな黄色の濃淡を楽しめる柔ら
かロール。ピンクや緑も
控えめに入ってま
す。色落ちも少
なく使いやす
いです。

ハードウィック
TOPグレー

リジッドばた20羽
+ハードウィック

ざっくり

¥310/100g

ケンピ多めで硬い毛質がかっこいい。紡いで
ツイードやラグはいかがですか。

ハードウィックのティーコーゼ

新入荷

ハードウィック
TOPアイボリー

ひざ掛け

¥440/100g

艶あり柔らかめ。黒いケンピも混じっていま
す。
ザックリにはこちらもおすすめ！

スカンジナビア
TOPスチールグレー

ハードウィックを使って膝掛けに挑戦！アイボリー200g、グレー100g使用。リジッド60cm幅
20羽でザクザクと！ハリとシャリ感のある仕上がりに。ソファやイスにかけても良いですね。

数量限定

半額

キャメル ケンピ入り カーデッド
¥1,090→¥540/100g
柔らかな内毛にケンピが混じっている
ので、ハリのある糸になります。

ロムニーヤーン ¥940/かせ（約95g）
NZ産のナチュラルカラー、並太程度の2本撚り毛糸です。
お湯通しでふっくら。

ライト

数量限定

¥390/100g

長毛でやや硬めの毛質。青みがかったグレー
が特徴的。

ミディアム

割 引

ベビーキャメル カーデッド
¥1,940→¥1,400/100g
とっても柔らかなラクダ
の内毛。肌触りも格別
です。最小50gから
10g単位で注文でき
ます。
キャメルのミニショール

湯通し前

湯通し前
湯通し後

湯通し後

*セール価格は12月末まで有効

洗い済み・色詰め合わせ

1

！

フリースお得パック
500g入り！

これくら
クで
い
ッ
パ

大好評につき、メリノ・コーモ・ポルワス・ハーフブレッドが仲間入り！

メリノでショールに挑戦！
リジッド60cm幅30羽、糸360g使用。
サイズ45×195cm。さすがメリノ、と
ろけるような柔らかさです。縮絨すると
むっちりぷりん！とした弾力に。

メリノパック

¥4,000 メリノパック

どれを買ったらいいのか迷っていたら、
とりあえずこれ！500gあればセータ1
着できますよ。それぞれの種類の面白さ
を楽しんでください！

コーモパック

ハンドカーダーを使ってメリノ500gを紡ぐとこんな
感じ！意外とロスが少なくてびっくり。500gが紡い
で490gでした。

コーモパック

ポルワスパック

コリデールパック

ロムニーパック

¥4,000

コーモはメリノとコリデールの交配種。
長毛で柔らか。

ポルワスパック

¥4,000

メリノとリンカーンの交配種。柔らかく
て膨らみあり。

ハーフブレッドパック ¥4,000 ハーフブレッドパック
メリノとロムニーの交配種。長毛で柔ら
かく、適度なハリもあり。

コリデールパック

¥3,500

長さ、柔らかさハリ、どれもバランスよ
く使いやすい。

ロムニーパック

¥3,500

NZの代表的な羊。長毛でハリ艶あり、
定番イチオシ。

色んな色が入った便利でお得なパック！色揃えはその時々で違います。
マトカ
ギッチャx4本

ワケあり3割引

ギッチャ

¥1,200→¥840/100g
ギッチャとはキビソのこと。カセの途中で切れてい
ます。細くしなやかではりがある。

シルク糸
おすすめシルク糸3種を使ってテー
ブルランナーを織りました！

ギッチャ太

3割引

ギッチャシルク太

¥1,400→¥980/100g
白くホワッと雪の様で優しく可愛い。織っても編ん
でも軽く仕上がります。

マトカシルクノイル太 ¥1,100/100g

マトカシルクノイルを経糸に、4本にしたギッチャとギッチャシル

縦糸に使用。毛糸の中細より細い、柔らかくウールと合
ク太を一段ずつ。リジッドばたの40cm巾で、20羽のおさを使用。
わせて織っても相性が良い。
＊シルク糸はかせ単位の販売です。かせの数で重さを合わせますので、ご注文された重さと若干異なる場合があります。

山梨

アナンダへ行ってみよう！
フリースロー
ル でヤ

スペシャル講習会→11月26・27日開催！

フリース講習会

ーン
ボウ
ル
作
を

今年のフリース講習会は、のんびりと集中できるように、フリー

ろう

ス荷開き祭とは別の日にしてみました！選ぶ、洗う、紡ぐ、織
る、染める、フェルト作るなど、いろいろ作りましょう！
参加者に配られる基本材料にフリースも含まれていますが、その
場で買ったフリースを使っても、フリース荷開き祭で手に入れた
フリースを使ってもオーケー。羊から刈り取られたばかりのフリ
ースの状態から、自分の作品ができるまでの過程、フリースの感

フリースロール約
80gでできました。軽
くて毛糸が滑らない、持ち
手をつけて持ち運びも楽々。

触をじっくりお楽しみ下さい。

宿泊と食事
宿泊はぜひアナンダハウス（¥4,000/泊朝食付き）をご利用下さい。また、昼食
（¥800）をご希望の方は、お申し込み

時にアナンダ食堂をご予約下さい。詳
しくは右ページをご覧ください。
日程：11月26日（土）、27日（日）
費用：¥10,000/日（基本材料が含まれます）
定員：15名（宿泊は7名まで）
ロムニースライバー白100g、洗い済みフリース100g 染
めはレインボー染め、藍染めを行います。

アナンダの講習会
2つの講習スタイルから、都合と目的に合ったものを選べます。たくさんの材料と自然
いっぱいの中で、講習をしながらゆっくり過ごして下さい。
平日いつでも・1人でも・時間単位で集中

週末3日間・毎月1回・好きなこと色々

毎日講習

月イチ講習会 2023年3月から！

平日ならいつでもオーケー。ご予約によ

毎月1回、週末3日間を使って行われる講

って講習を行います。2時間を1枠

習会です。夏の講習会やイベントに行き

（¥2,500）として、やりたいことを集中し

そびれた方には特に嬉しい、夏の講習会

て行います。フェルトの基本なら4時

と同じプログラムで、なんでもできま

間、フリースマット織りは6時間、藍染

す。7名まではアナンダハウス（右ページ参

め2時間、紡ぎについては、人によって

照）に宿泊が可能。ワイワイ楽しく合宿

4〜8時間となりますので、もしかしたら

気分で参加して下さい。

2日間と考えるといいかもしれません。
お申込み時に、作りたいもの、やりたい
ことをご相談ください。
開催日：平日いつでも（要予約）
講習費：¥2,500/枠（2時間）
その他：基本材料が含まれています。

開催日：2023年 3月 17・18・19日
4月 21・22・23日
5月 19・20・21日
6月 9・10・11日
講習費：¥30,000（1日参加=¥10,000）
定 員：15名（宿泊は7名まで）
その他：基本材料が含まれています。

アナンダの年間イベント
インドもの祭り
夏の講習会
フリース荷開き祭

5月頃
7月～8月
11月頃

アナンダまでのアクセス

所在地：山梨県北杜市長坂町白井沢 2995

中央自動車の長坂ICまたは小淵沢ICから。イベント時や冬期など

電話番号：0551-32-4215

メール：wool@ananda.jp

営業日に変更があります。ご来店前に再確認をおすすめします。

営業時間：月〜金 9〜17時

定休日：土・日・祝日

みんなのアトリエ

お買い物

月イチ講習会の土日もオープン！

最近グループでアトリエを利用さ

原毛、糸、染料、布などを手に

れる方が増えてきました。これま

とって見やすくお買い物ができ

で、夏の講習会を卒業した方、ア

るコーナーができました。お店

ナンダハウスに宿泊したことがあ

でしか買えない限定ロールや植

る方のみに利用していただいてい

物染のショールや毛糸、木版が

ますが、ご希望の方はお気軽にお

所狭しと並んでいます。平日は

問い合わせ下さい。どのような作

いつでもお買い物ができます。

業をするか決まっている方が対象

また、紡ぎ車のメンテナンス

です。機材や道具は揃っています

や、その他機材の修理や調整な

が、念のためご予約の際にやるこ

どをご希望の方は、事前にご連

と必要な道具をお知らせ下さい。

絡下さい。

アトリエ利用料：¥4,400/日
宿

泊：¥3,700/泊（朝食付き）*冬場は+¥300（暖房費）

定

員：宿泊は7名まで

アナンダ食堂

アナンダ食堂でランチタイム。
美味しい健康メニューの食後は

その他：かわいいネコが7匹居ます。

すぐそばのみどり湖へ散歩。こ
れからは紅葉が美しい季節で

アナンダハウス
上記みんなのアトリエに加えて、
アナンダで行われる、講習会やイ
ベント時に宿泊していただいてい
ます。ベランダからは富士山が望
め、夜はホールで作業ができま

ご予約下さ～い

す。春は桜並木がきれいです。

お知らせ
染色羊毛の質が変わります

¥780/100g

これまで扱っていた、染色メリノと染色ロムニーについて在庫

す。基本1人部屋です。友人同

がなくなり次第、より用途の広いコリデールへと移行します。

士、夫婦、親子は2人部屋でも大

来春には、新しい色も加えた全42色が勢ぞろい。お楽しみに！

丈夫です。
肌触りの良いカディ製の寝具がさ
りげない自慢です。7名までの宿

ひよこ

レモン

黄色

だいだい

緋色

赤

肌色

赤茶

オレンジ

ピンク

ラズベリー

さくら貝

八重桜

チェリー

濃紫

紫式部

ライラック

紫

赤紫

スカイブルー

ブルーベリー

トルコ石

マリンブルー

青

あい コバルトブルー

緑

深緑

ベージュ

ライム

泊が可能。講習会、イベント参加
と一緒にご予約下さい。
フリースマット大好きな猫たちが
皆さんを出迎えます。

出張講習会予定
2023年の出張講習会は、4月に
島根のイヴィカフェさんに、9

新

新

月には仙台ルピナス牧場に伺い
ます。今回の仙台は涼しく野菜

うぐいす

の美味しい時期にしてみまし
た。2023年から出張講習は春
と秋の年2回になります。出張
開催をご希望の方は、お気軽に
お問い合わせください。

黒

オリーブ

抹茶

チョコ

ペールグレー

グレー

新

新

新

新

新

ネオオレンジ

ネオイエロー

ネオライム

ネオブルー

ネオピンク

これまでのメリノとロムニーの在庫を確保されたい方は、お気
軽にお問い合わせ（0551-32-4215）ください。

アナンダコラム
レミングの集団自殺とヒトの集団他殺（戦争）
以前から、この自然界での最も不思議な現象。変な動物と言われ

うだろうが、今では、ロケットで月や他の星まで行こうとしてい

ている。スカンジナビア半島の山地に生息するレミング（たびネ

る。生存域を広げる欲望が、あまりの苦労から発したので、もう

ズミ）のこと。何千、何万匹という大きな群れが、ぞろぞろと並

止まらなくなっているのだ。

んで、崖から湖水に飛び込んで、集団自殺をするらしい。水面に

ヒトは、古代から繰り返し「戦争」という不可解な群れ行動を起

何キロも死体が浮かび、死臭が漂って、また、3～4年後には同

こし、人同士で大量に殺し合っている。ちょっと調べただけで、

様の集団自殺が繰り返されるのだそうだ。何が理由なのか、わか

原爆1発で広島14万人、長崎で7万人死亡。さらに、勝手にビル

らない。その動物種の水辺での繁栄を狙い、水に強い個体を自然

マを戦場に決めて派遣された日本兵だけで16万7千人。ビルマ人

が選別して残しているのでもなさそうだ。飛び込んだ全部の個体

の犠牲は何人かわからない。今もウクライナで街を大規模に破壊

が死ぬらしい。ただ大きな群れになると個体は従順になって個体

し、人を大量に殺している。ロシアのプーチンが頑張って、一体

の自立性を失い周囲のみんなと同じ行動をする性格を持っている

何をしているのか、わかりますかね。誰か利益を得ているのだろ

動物なのだ。

うか？

さて、ふと気付いて見ると定期的に大量殺戮（戦争）を始める不

戦争は群れを成す動物、ヒトの不可解な行動の一つなので、戦争

可解な動物は、レミングより人間なのではないか？

発生の仕組みと、それを避ける方法の研究がこれからの課題では

今はロシアのプーチンが始めているが、実に、その爆撃の訳がわ

ないか。人類が進化するとしたら、この意識出来ない領域の仕組

からない。

みを何らかの方法で知りえるようになる事だろう。戦争の起こる

人は、昔から、あちこちで常に戦争をして、大量殺害を繰り返し

メカニズム、なぜ戦争が起こるのか解らないのだから当然、避け

ている。多分、その周期は大雑把に80年から100年ごとに、つま

る方法も解っていない。あれ程の大きな被害が人間自体に降り掛

り先の戦争の悲惨な体験を忘れる頃に、また始めるのではない

かるものなのに、台風などよりも解っていない。（阿）

か？
人間、すなわちヒトという動物は、いつも群れ同志で戦ってい
る。昔は人を殺すための鋭利な長い刃物（刀）を腰に差して、そ

イギリス湖水地方 ケンダルの町

フリース仕入れ探訪記

れが格好良く見えて、今では、北朝鮮やロシアのように、原爆、

四方を囲む丘陵地では沢山の羊が

長距離ミサイルなどで周囲を脅して格好良く見せている。

草を育み、車輛の前を羊の親子が

確かに、人の歴史は「不幸」から始まって、それとの戦いで「幸

悠然と横切ったり、道端で寝そべ

福」を築いて来た。アフリカに住む猿の中から、ある時、体毛が

っていたり、お肉屋さんで羊は主

生えてこない裸の猿が生まれた。体毛がないと、猿として生きて

力商品で、郵便局にまで羊関連の

いくのに大変に苦労する。移動する度に、草木の棘などで皮膚が

製品やグッズがあり、まさに羊、
ひつじ、sheep！こんなにも人と

傷つき血が出た。虫や小動物からも身を守らなければ生きていけ

羊の距離が近い英国での2週間は

ない。この裸という「不幸」を背負って生まれた猿は、あまりに

血沸き肉踊る時間でした。手触り

も生存が困難なので、体毛の代用になる何かを必死になって工夫

や匂い、夾雑物から世界中の羊た

し探し作り始めた。柔らかい枯れ草を束ねて体に巻き付けたり、

ちの暮らしに想いを馳せることが

獣の皮を剥いで巻くなど、皮膚の保護を考え工夫し始めた。生存

できる一房の羊毛を通じて、みな

に関わるので、誰もが、真剣に取り組みこの技術は発展した。紐

さんとアナンダ

から糸、それを織ったり編んだりして布ができるようになると、

（喜び）を共有で

皮膚の保護から体の保温まで自由に、しかも暑ければ脱げるし、

きる様今後も多く

寒ければ厚手を着て保温。実に裸の猿、ヒト種の生存域は見事に

の経験を積んで精

広がっていった。体毛の欠落という「不幸」は実際、結果として

進したいと思いま

その生存域を見事に広げ「幸福」となった。古代人が聞いたら笑

す。（T）

ご注文・講習会のお申込み・お問い合せは・・・

（株）アナンダ
〒408-0033 山梨県北杜市長坂町白井沢 2995
営業時間：月〜金 9〜17時 定休日：土・日・祝日
インスタグラム：ananda.yamanashi

ネット店
ananda.jp

メール
wool@ananda.jp

でんわ
0551-32-4215

ファックス
0551-32-4830

