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Company Proﬁle ・ 会社概要

株式会社 谷川
〒600-8139
京都市下京区西木屋町正面下がる八王子町１１１
Tel: 075-371-0333

Fax: 075-371-0724

E-mail. admin@tanigawa17.com

Face Book ページ

twitter アカウント

https://twitter.com/Tanigawa̲inc

※携帯電話等からメールをお送り戴く場合、QR コードを
読み込んで戴くと、入力の手間無しでメールをお送り戴けます。

天然素材専門の会社だからこそ可能な、専門知識に基づいた素材開発。
レザー素材、ファー素材は、今日のファッションを彩る上で欠かせない素材となりましたが、
天然素材な為、新しい素材をお客様にご提案することは非常に困難な素材です。

海外仕入れ

海外素材手配について。

素材の産地に合わせた
国より素材の買い付けを
しています。

更に、一歩踏み込んだ海外取引と素材開発。
海外からの素材の買い付けはもちろんですが、弊社では

海外素材開発
染色方法・加工方法を
変えること事で、新しい
イメージの素材作りを
しています。

毎年の海外流行、日本国内の流行を意識し、OEM お取引頂いている会社の
企画の方達の意見も伺いつつ、海外の染色工場、加工工場などで、
オリジナル素材を作り、各 OEM 企画、弊社 SPA

弊社取り扱い素材

商品へ反映させて商品開発の軸にしています。

国内素材手配について。

国内加工

京都と言う立地条件を生かしての素材開発。
もともと、伝統工芸のさかんな京都。たくさんの職人さんの暮らす街でも
あり、レザー素材の産地でもある兵庫県に近い土地柄でもあります。

国内外問わす。
国内にて仕入れた素材を
加工・再加工しています。

弊社では、その土地柄を生かし、さまざまな職人さんと意見交換しつつ
素材開発をしています。

国内仕入れ
日本国内より素材を
仕入れています。

国内素材開発
昔から、職人さんの多い
京都の立地を生かし、
共同で素材開発しています。

カシミア＆レザー

ファーパッチワーク
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お客様のニーズ・素材の特徴に合わせた国内外の OEM 企画生産。
めまぐるしく企画形態、生産形態の変わるファッション業界、もとめられるニーズ

中国の良さを生かした物作り。

も多種多様です。弊社では、そんなニーズにお応えするべく様々な生産体制を整えています。

近年のニュースなどで、悪いイメージを抱きがちな中国
ですが、弊社では、長年に渡って取引のある中国

海外生産について。

工場に限定して製品の生産をしています。

素材の特性に合わせた国の工場で縫製します。

中国生産の欠点を補える所は補い、

弊社では、さまざまな国のレザー・ファー素材をご提案しています。
ヨーロッパ、南アジアはもちろん、中国生産の商品に関しても、

現在流通する日本国内のレザー、ファー製品の多くが
中国を中心に生産されています。
昨今の中国状勢の動き、人民元の切り上げへの圧力、
中国景気による内需重視の物作り傾向はもちろん、

国内生産について。
こだわりに対応した日本生産の物作り。

素材に合わせて、縫製する地域を変えています。

中国に左右されない物作り。

良さを生かす中国生産を長年続けています。

ゴートダブルフェイスコート

レザー衣料企画は、こだわりの素材でディティールを
追求した製品を作りたい。

レッキスラビット ZIP UP ブルゾン

そんなご要望にもお答えします。
量産予定数量、お選び頂く素材、後加工の有無など、さまざまなご要望を基に、
ベストと思える生産方法をご提案致します。

旧正月、国慶節など、展示会時期、

OEM・SPA に関するその他の詳細は、弊社ホームページ

冬物棚卸し時期に重なる、

http://www.tanigawa17.com もしくは、検索エンジンにて、

長期間の休祝日などその影響はさまざまです。

、

などのキーワードで検索してください。

弊社では、「中国に左右されない物作り」に
取り組んでいます。
特に、レザー素材に関する生産体制に
関しては、中国事情に影響されることなく
サンプル作成、量産作成する事が可能に
なっています。
また、手袋など一部の小物企画に関しましても、
同様の環境が整いつつあります。

ラムメンズブルゾン

レッキスラビットスヌード

TANIGAWA co.,ltd
http://www.tanigawa17.com

ラビットニット＆ローゲージポンチョ

会社概要
主要取引先

会社名：

株式会社

所在地：

京都市下京区西木屋町通り正面下がる八王子町１１１

電話番号：

(075)371-0333

・伊藤忠商事株式会社

・株式会社シップス

FAX 番号：

(075)371-0724

設立：

1975 年 08 月 01 日

・株式会社 三景

・アンダーカバー

業務内容：

皮革・毛皮素材

輸入

・イトキン株式会社

・LAD MUSICIAN・フラワーズ inc.

皮革・皮革衣料

雑貨品

・豊島株式会社

・LE CIEL BLEU・株式会社 リステア

皮革・毛皮衣料

OEM・SPA

・ファッションネット株式会社

・ISSEY MIYAKE INC.

・住金物産株式会社

・KariAng・DreAng・株式会社ジュライスター

谷川 （英語社名：Tanigawa Co.,Ltd)

資本金：

資本金：10,000 千円

決算：

四月末日

取引銀行：

東京三菱 UFJ 銀行
尼崎信用銀行
京都銀行

第一事業部：

製造

販売

輸入 製造

販売

・株式会社東京スタイル
・株式会社 フランドル

京都駅前支店・

大阪支店・

・CA4LA・有限会社ウィーブトシ

河原町支店

アクセス

●爬虫類及び高級皮革・毛皮衣料の販売
●インターネット販売

N

第二事業部：

●アパレル OEM・SPA 海外生産の皮革・毛皮製品の企画生産・販売

第三事業部：

●革素材・毛皮素材販売

涉
成
園

東
本
願
寺

●アパレル OEM・SPA 国内生産の皮革・毛皮製品の企画生産・販売

PR トピック

七条通り

●すき家

● セブンイレブン

1 位を獲得しています。
ヨドバシカメラ ●

平成 24 年 1 月 2 0 日現在、Yahoo!, Google 等の
検索エンジンにおいて、 「レザー、OEM」、

京都タワー ●

「ファー、OEM」 などのキーワード検索において、
1 位にランクされています。

出
光
●

● ローソン

検索ランキング共に平成 24 年 1 月 2 0 日現在

弊社 HP・TOP ページ

（他・順不同）

JR京都駅

地
下
鉄
京
都
駅
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TANIGAWA 鴨

川

京
阪
七
条
駅

ー京都駅からお越しの方ー
1. 京都駅中央改札口を抜けて
七条通りまで直進して下さい。
（交差点右手にローソンが見えます
。おおよそ 5 分から 6 分）
2. 七条通りを右折していただき
河原町を通過して下さい。
（ここまで約７〜８分。）
3. しばらく歩くと、高瀬川に
当たりますので左折して下さい。
（近くにマンションがありますので、
背にして北上です。）
4. 直進 3 分程度で弊社に
到着いたします。
ー京阪七条駅からお越しの方ー
1. 川端通り西側北口をから出て
鴨川を渡り高瀬川まで
直進して下さい。
（高瀬川まで約３〜４分）
2. 高瀬川を右折し、
直進 3 分程度で弊社に到着いたします。

