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※記事の情報は2020年3月取材時点のものです  
※店舗等の都合や現地情報により内容が異なる場合が
あります

日本人が継承してきた伝統文化は、職人
の高齢化や人手不足が問題視されてい
る。一方、ベトナムにその技術を伝え、担
い手を育成・雇用しながら、新たな産地と
しての可能性を見出している製造業者
が近年増えている。“メイド・イン・ジャパン
がいちばん”。そんな固定概念が覆る、も
のづくりの現場をお届けする。
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渡部さんが３歳の時に着用していたモスリンの着物は、母親が手縫い
で仕立てたもの。原点はここから

黒の紳士服生地の着物に、アオザイ
生地で仕立てた襦袢、疋田絞り模様の
半襟に、40年前から大切にしている絽
の夏名古屋帯という粋な出で立ち。キ
モノエーニャット代表の渡部衿子さんは、
凛とした着物姿で語る。

「ベトナム人に着物の仕立てを教え始め
た当時から、振袖や留袖を誂える上仕
立てを指導してきました。本質を理解し
てもらうために、日本では最後に教える最

高度の運針技術による
着物仕立て
最も大切にするべき
基本が、ここにある

 世界に誇れる日本文化は、
「なおして着る」着物

も大切な事柄を最初に教え切ったので
す。着物は“運針に始まり、運針に終わ
る”をモットーに、最初の3ヶ月間、うちの
子たちはみんな悔し涙を流しながら運針
をやっていたんですよ。そうやって身に着
けた基礎があるから、どのような難しい依
頼に対しても、知恵を絞って縫い上げら
れるのです」

日本から届く二つとない誂えの着物
の注文内容を一つひとつ丁寧に吟味し、
確認し、考え、日本側に提案し、そして高
度な運針技術を駆使して美しい一枚の
着物に仕立てていく。

「私は本来、面倒なことが苦手なのです
が！」と笑う渡部さんの右腕的存在は、工
場長のミン（Mien）さん。この道29年の

代表の渡部衿子氏は1992年5月の
初来越より着物の指導にあたり、当
地における着物経営の先駆者となる。
2006年べトナム外国投資法の改正
直後に外資100％で会社を設立。委
託加工会社として、主に呉服関連の
大手企業による誂え手縫い高級呉
服を手掛ける。 代表の渡部さんと職人のみなさん。「着物は日本伝統の衣、ベトナムのアオザイ（Ao Dai）と同じで

す。女性にとって一番嬉しい魅力は、なんといっても外見だけでなく内面からの美を引き立ててくれる
ということです。自然と凛とした美しい動きになります」―ミンさん／工場長
「私の仕事は、日本の取引先と工場、社長と現場の職人たちの通訳です。人と人とを繋ぐ仕事な
ので大きな達成感が得られますし、よい職場は家族まで幸せにするということがよくわかりました」
―ビックさん／通訳

１ヶ月の生産数は約4000枚。
1993～2019年までに教え子
たちと縫ってきた着物の総数
は115万枚に及ぶ

1995年レガメックス
国営工場にて

裁断、素縫い、まとめなど、
各工程が丁寧に行われる。
物差しは鯨尺、針は四ノ
三の絹針を使用

有名作家の染めによる江戸小
紋の着物に、ケシ縫いされた“丸
に一つ目菱”の紋を合わせる

1. 麻の葉模様の大島紬に施されたきれいな躾（しつけ） 
2. 着物の仕立てに欠かせない、歴史を感じさせるタキイ電
器製のコテ釜

1. 
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 Lodge IV 2, Industrial Group 
IV, Tan Binh Industrial Zone, 
Tay Thanh Ward, Tan Phu 
Dist., HCMC
https://kimono-vietnam.com

大ベテランで、日本でも着物技術の研
修生として数年学び、豊富な知識と縫
製管理能力を活かして約200人の職人
を束ねる。

今もまさに、通訳のビック（Bich）さんと
連携をとりながら、イレギュラーな注文に
対応中だ。てきぱきとミンさんが出す指
示に従い、裁断、素縫い、纏めなど、各持
ち場で黙 と々手を動かす職人たちのまな
ざしは真剣そのもの。「大切な着物です
から、常に緊張感があります」と職人は語
る。最高品質の着物を誂えるため、どの
工程でもミスは許されない。

現地の着物工場からの依頼で渡部さ
んが初めてベトナムを訪れたのは1992
年。当時は多くの国民が、日々の暮らし

日本からの受注以外に、渡部さんが取り組んでいるのが「着物メモリー
ズ／ KIMONO Memories」の活動だ。箪笥の奥に眠っていた着物を、依
頼人に合わせて仕立て直す。

「かつて日本人にとって着物は日常着でした。それが利益優先に扱われたこ
とで、着物は高価で難しいものとされてしまいました」

着物は直線断ちで仕立てるため、糸を解くと1枚の布に戻る。
「最後の欠片の生地まで大事にした先人たちの想いです。今は生活の中
に着物がなさすぎて、本来の曖昧さが失われつつありますが、“古い”着物を
仕立て直して着ることが文化なんですよ」

古い着物には、生地の傷みや寸法不足などの課題もあり、まずは解いて
みないと始まらない。素材や用途などを考慮して、新しい命を吹き込んでいく。

「もう高価なばかりが着物ではありません。これからは先人が残してくれた着
物を味わっていく時代。私は優秀なスタッフたちとともに、この日本文化を守
りたいという思いで日々取り組んでいます」

美しい針目の連なりには、渡部さんが守り抜き、職人たちが引き継ぐもの
づくりの精神が宿っている。
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物
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KIMONO をつなぐのに精一杯の時代だ。かたや東京はバブル
末期で、高額な着物が飛ぶように売れていた。

「ベトナムで着物なんか縫えるわけがない、3日で帰る
と決めていました。そんなある日のお昼時、職人たち
が口々に『先生、食べる？』とバインミー（Banh Mi）を
笑顔で差し出したのです！　聞けばみんな一日一食と
いう彼女たちのやさしさ、純粋さ。『着物を縫ったらご
飯が食べられるようになりますか？』と尋ねられたとき、
この子たちなら縫えると確信し、心が決まりました」

運針技術を習得した職人たちの才能はすぐさま開
花。1993年6月には専属通訳だったホア（Hoa）さん
を代表として、日本企業とともに空港近くに着物工場
を設立した。当時では画期的な基本給＋歩合制を
取り入れ、空輸による合理的な仕組みづくりと改善
を重ねて着実に業績を伸ばした。
「運針も仕立ても得意だった18歳の頃、学校長に
『頭の中にあることを黒板で説明できますか？』と聞か
れたことで説明できない自分を知り、これが私の基礎
となりました。しっかりと伝えるために、技術の言語
化・図式化に取り組むようにしたのです」

半面、既製品と異なり、誂えの着物には常に柔軟さ
も求められる。

「反物は一反一反、長さも幅も違います。人の数ほど
生地があり、針も糸も仕立ても、まるで方言のように数
がある。そういった曖昧さゆえに、難しいなと思う発注
もあります。それでも職人たちは勘がよく、高度な運針
でこなす力があるんです」

現在、ベトナムで着物の仕立てを請け負う企業は
地場と外資を合わせて23社。着物業界も時代の影
響を受けており、2010年度に約110万反だった受注
数は、2018年度には44万反まで減少した。



300年以上もの歴史がある長野県飯
田市の伝統産業、飯田水引。その水引を、
明治35年の創業以来100年以上にわ
たって継承、生産し続けている「神明堂」。
今回は、同社のパートナー企業としてベト
ナムの製造工場の代表を務めるヴ―・タン

（Vu Than）さんに取材した。
神明堂がベトナムに進出して今年で21

年目。先代社長がベトナムでのさまざまな
出会いを通して感じた、日本の製品を作り
たいというベトナム人の思いとその可能性
に期待し、生産基地を立ち上げた。北部フ

繊細な日本式のものづくりは
文化を理解することから

先祖や家族を思いやる、
日越の共通点が紡ぐ水引

ンイエン省に位置する製造工場イエンフン
（Yen Hung）の一角に設けられた工場に
は現在、約150人のベトナム人と数名の
神明堂の日本人が勤務している。

工場では、日本から届く素材で作られた
水引飾りを保管し、袋や短冊などと組み合
わせて完成品に仕上げている。

「出荷先は日本のみなので、高品質である
ことが必須です。日本のものづくりはミリ単
位の世界。その日本ならではの繊細さをベ
トナム人が理解し、品質を保つというのが
なかなか難しいんですよ」

この課題を解決するため、週1 ～ 2回ほ
ど品質管理チームによるスタッフトレーニン
グを行い、品質維持に注力している。

1902年創業。贈答品や封筒に付けられる
飾り紐である水引をメインに製造。そのほか、
祝儀用品や正月用飾りなどの製品も含め、
企画・製造・販売を一貫して行う。伝統的
な職人の技による芸術品はもちろん、時代
に合わせたデザイン性豊かな製品を生み
出している。

2006年にベトナム北部のフンイエン（Hung 
Yen）省で開業した製造工場で、敷地内
の一角に神明堂の工場がある。紙の加工
も行い、工場では別企業で作られた水引を
ご祝儀袋などの完成品にして日本へ輸出
している。

 Sa Lung Hamlet ,  Phu Ung 
Commune, An Thi Dist., Hung Yen 
Province
 (024) 7306 8808

水引は日本の冠婚葬祭には欠かせない
存在であると同時に、言葉にせずとも大切な
人に気持ちを伝える日本の文化の象徴とも
いえる。日本本社とイエンフンを行き来し、神
明堂のプロダクト全般を担当している荒尾
光宏さんは、ベトナム人の高度な技術力もさ
ることながら、ある1つの共通点が長年のパー
トナーシップを支えていると教えてくれた。
「ベトナム人と日本人に共通する“先祖や家
族を大切にするメンタリティ”が、良い関係を
築けている最大の要因だと思います。人と
人を結ぶ水引だからこそ、人を思いやる文
化が根強いベトナム人との相性が良いので
しょう」

日本水準の高品質な水引を作り続けてい
くためには、ベトナム人スタッフの一人ひとり
が水引への理解をより深めることが必要不
可欠だとチャンさんは語る。

「ただ作るだけでなく、結納や結婚式、お悔や
みごとなどの使用用途をしっかりと理解した
上で作成しています。日本からお客様がいら
した際に、この寸法には理由があって、この
結び目にはこんな意味があって、としっかりと
説明できるようになることが今の目標です」

文化を理解し、技術向上に励むベトナム
人の真摯な姿勢が、飯田水引の伝統と産業
を支えている。

株式会社神明堂

イエンフンプロダクション
＆コマース
YEN HUNG PRODUCTION 
& COMMERCE CO., LTD

水 

引

 長野県飯田市鼎名古熊2325
 +81 (0) 265-22-1771
https://shinmeido.jp 日本製を好むベトナム人が、その品質のもの作りを

担っていることに誇りを持って作成している
イエンフンプロダクション＆コマース代表の
ヴ―・チャン（Vu Tran）さん

ご祝儀などの完成品の仕上げは週20万個、正月
に飾る水引飾りなどの単品は週3万個ほど製造さ
れる。最大で週40万個の製造が可能。ピークは正
月前の5～11月

スタッフの中には農業に携わる人
が多い。厳しい自然環境と対話を
する人たちの手から作られる水引
飾りが、人と人を結ぶ水引飾りとし
て日本市場に受け入れられている

MIZUHIKI



2003年の設立当初、「ティーシータ
オ」では日本人向けの会社設立に関す
る書類作成のサービスを提供していた。
次第に日本料理店が続 と々増えてきて
いたことから、2005年に思い切って事
業を変更。心機一転、畳を販売する会
社として再スタートし、今に至る。この決
断で功を成した、社長のレー・タイン・ロン

（Le Thanh Long）さんはこう語る。
「1999 ～ 2002年に大阪に住んでい

日本人から直接学んだ
畳作りの技術を若手へと繋ぐ

移り変わる時代のニーズに合わせて
畳の魅せ方を試行錯誤していきたい

た時に出会った畳職人の知り合いをふ
と思い出したんです。ベトナムで畳を
作っている会社はなかったので、狙い目
だと。弟子入りして作り方を学び、日本
料理店向けに販売してみようと決めたの
です」

日本人の職人から手作業での畳の作
り方を一から教わり、約1年間ですべて
の工程を習得。初めこそなかなか買い
手が集まらず苦労したが、ベトナムで畳
が手に入るという珍しさと品質の高さか
ら評判が広がり、事業は少しずつ安定し
ていった。

健康畳店会に加盟している畳専門メー
カー。サイズ、色、素材など豊富に取り揃ｵ
えており、幅広い対応が可能なため、一
般家庭だけでなく、飲食店や商業ﾆ施設
からの需要も高い。ふすまや障子紙など
和室に欠かせないアイテムの製作も受け
付けている。

 89/24A Pham Hung St., Hamlet 
4A, Binh Hung, Binh Chanh Dist., 
HCMC
 (028) 3758 0883

 @tatami.tcthao
http://tcthao.com 
http://tatami.vn

畳の素材といえば「い草」が思い浮かぶが、今じわじ
わと人気を集めているのが「うず草」を使った畳だ。い
草より低価格なため、ベトナムの消費者のニーズに適
しているという。
「弊社では、い草の畳は製造を制限し、カンボジア産の
うず草を使った畳作りに集中しています。日本から輸入
した和紙や合成プラスチックを使った畳も製造していま
すが、やはりうず草の方が人気がありますね。また、断
熱効果があるので、四季のあるベトナム北部からの発
注も多いです」

気候や時代の流れとともにニーズも移り変わる。
「日本料理店だけでなく、畳がある日本での生活を恋し
く思う年配の日本人や、日本文化に興味のあるベトナ
ム人の若者からの注文も増えています。日本文化であ
る畳の美しさを、もっともっとベトナムに広めていきたい
です」

幅広い世代、国籍に対応するため、畳だけでなく和
室空間をプロデュースするサービスも始動。畳の帯を
日本から輸入してデザインを豊富に取り揃えたりと、技
術はもちろん、アイデアにも溢れるTC THAOの畳作
り。「今後もアプローチの仕方に工夫を凝らしていきま
すよ」と意気込みを見せる。

ティーシータオ
TC THAO Co., Ltd.

畳

帯なしの畳は、通常の畳よりモダ
ンな和空間が作れると近年人
気が高い

帯はすべて日本から輸入している。
畳の硬さや厚みのオーダーにも柔
軟に対応

うず草の畳は、夏は涼しく冬は暖かく使え
ると日本でも評判が高い

手作業では生産が追い付かなくなっ
たため、現在は日本から輸入した機械を
使い、手作業と機械それぞれの利点を
生かして製造している。現場で製造に
あたるのは、ベトナム人の若手スタッフた
ちだ。

「真面目で独創性が高い人材を集めて
います。畳についてよく知らない子が
多いので、私が付きっきりでトレーニン
グします。2年も経てば1人で作れるよ
うになりますよ。今は、1日に約30 ～
35枚は生産できます」

TATAMI



作りがよくて長く愛せるもの。
そんなご贔屓、ご自慢の品を見せてもらいました。

ベトナム人が作った
ジャパンスタイル

焼
酎
・
日
本
酒

ベトナムの米どころ、フエにある酒造
メーカー、フエフーズの焼酎や日本酒が
おすすめです。中でも玄米からつくる米
焼酎「こめ一」が特に気に入ってます。
飲み口がまろやかで、料理の味を引き立
ててくれるんです。ほかにも飲み口が
すっきりしているのに味が濃厚な純米吟
醸の日本酒「越の一」、芋焼酎「芋はじめ

（黒）（白）」も人気ですね。ぜひ当店に
飲みに来てください。

日本人の杜氏・関谷聡さんとベトナム人のグエン・タン・チュン
（Nguyen Thanh Trung）さんを筆頭に、日本の古都京都伏見
の伝統的な醸造とベトナムの古都フエの伝統的な醸造を組み
合わせて焼酎や清酒を製造する酒造メーカー。約30種の自
社製品を取り揃え、ベトナム全土で販売している。

糸、織り、染めからなる、着物と帯の生地
作りの文化を築いてきた、いにしえの人た
ちの素晴らしさを学び、令和の時代のお洒
落として着物を粋に着こなすことを目的とし
た活動の場。日本を含め数十名が参加し
ている。

市場で買った布に旗専門の印刷所でプ
リントを施した後、仕立て屋さんに縫製を依
頼して、よさこいチームの法被をつくりまし
た。仕立て代は約30万ＶＮＤ。法被は軽
くて運動しやすいし、祭りの時だけでなく、
日常的にさらりと羽織れるところが気に
入っています！

2003年から当店ではTC Thaoさ
んの畳を使っていますが、17年も経っ
ているとは思えないほどツヤがあり、き
れいな状態です。特注サイズのオー
ダーにも応じてくださって、感謝。畳の
個室はお客様からも評判です。

夫の仕事でホーチミン市に転勤となった際、
友人から紹介を受けた渡部衿子さん主宰の

「着物メモリーズ」（※）の活動に共鳴し、私も
曽祖母の着物を再生させて着てみたいと思
いました。母方が銘仙で有名な栃木県足利
市出身で、いろいろな着物を所有していたの
も幸運でした。

着物は基本のかたちは同じなのに、生地
の違いに始まり、帯や小物を変えるだけでさま
ざまなコーディネートを楽しめます。柄×柄など、
洋服ではうるさくなりそうな組み合わせも不思
議と合う魅力があるし、曽祖母の時代のもの
でも古さを感じさせません。70歳になる母と同
じ着物を共有できるのも嬉しいです。

1. 身長150㎝に満たない曽祖母が着て
いた矢絣模様の銘仙着物を、足し布仕立
てに
2. 100年以上も前の折り鶴模様の羽織
を解いてみたら、“うた姫”という文字を発
見！　私の名前が詩乃なのでびっくりしま
した
3. タンディン市場で購入したアオザイの生
地で誂えた着物には、自分で創作した帯留
めを合わせて、日々新しいお洒落を楽しん
でいます

なまら北海道　店主

フエフーズとは？
着物メモリーズとは？

ハヌよさこいチームメンバー／
エイチビーラボ正社員

Sushi Worldオーナー

万華鏡作家

今井英登さん

グエン・ミン・ホアン
（Nguyen Minh Hoang）さん

詩乃さん

法 

被

畳

着 

物
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ファン・タン・タン
（Phan Thanh Tan）さん


