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SPコード （SP Code）▶
SPコードは、専用の機械を使って印刷物の内容を音声再生するものです。

If you scan an SP code with a specialized device, it will read aloud the content of the printed material. 

衣服衣服のの
ユニバーサルユニバーサル

デザインデザイン
作品集

2015 - 2 0 1 6

福島県では、誰もが安全・安心・快適に暮らせる社会の実現に向け、ユニバーサルデザイ

ン普及の一環として「衣服のＵＤワークショップ」（全５回）を実施し、１０着の「ユニバーサ

ルデザイン」衣服を製作しました。

ゆったりコート1
松崎美知

ターゲット 幅広い年齢、体型の女性

Enjoy life !!
（サスペンダー付パンツ）3

袴風ガウチョパンツ4

ターゲット 10～20代

櫻井祐季奈　 永山つやか　 菅野麻衣　 菊地彩香

まつざき みち

さくらい ゆきな ながやま つやか すげの まい きくち あやか

ターゲット 幅広い年齢の女性

ポイント

主催／福島県 生活環境部 男女共生課　　協力／学校法人 今泉学園今泉女子専門学校

大野成美　 坂倉栞　 横山楓　 櫻井真柚　 矢部由美
おおの なるみ さかくら しおり よこやま かえで さくらい まゆ やべ ゆみ

モデル：大野成美（おおの なるみ）

ステキな
マタニティーワンピース2

ターゲット 20代以上の女性と妊婦さん

製作者

製作者

製作者

製作者

モデル：大竹菖（おおたけ あやめ）

モデル：木内怜菜（きうち れな）

モデル：坂倉栞（さかくら しおり）

パンツ裾の
スナップ付紐

サスペンダー

◉サスペンダーはパンツに固定してあり、取り外しの手間
　無く簡単に着られる。素材にゴムを使っているため、多
　様な体型の人が着られる。背中でクロスしているため、
　ずれ落ちない。
◉ウエストはゴムで、左右に開閉できる
　あきがある。
◉パンツの裾にあるスナップ付きの紐で、
　丈の調節・固定ができる。

ポイントポイント

ポイント
背中の
シャーリング加工

腰回りは
マジックテープ

後紐ベルト

※ラグランスリーブ…
襟ぐりから袖下にかけて切り替えが入った袖

◉ラグランスリーブは、肩の可動域が広く、着脱しやすい。
◉袖ぐりや袖口が広く、腕が通しやすい。
◉ボタンは、軽い力で使えるスナップ。
◉裾の部分は取り外しでき、長さの調節ができる。取り外
　した部分は、裏側が保温性の高いフリース
　素材で、ひざ掛けとして使える。

※

◉ウエストに付いているリボンで、妊娠中や産後のサイ
　ズの変化に対応できる。
◉背中にシャーリング加工を施してあり、伸縮性がある。
◉産後、胸の下の切り替えファスナーを開けることで、授
　乳しやすい。
※シャーリング加工…
細かいギャザーを寄せて模様や変化を出すこと

※

◉素材はウール、腰の部分にはカイロが入るポケットを
　付け保温性を向上。
◉両脇には、マジックテープの腰布が付いており、寒さを
　防ぐ。
◉ベルト通し付きで、袴の紐も簡単に使える。
◉腰周りに余裕があり、紐やマジックテープを
　使っているため、サイズを選ばず多く
　の人が着用できる。

※

［2015/08/25］
講演会・第１回ワークショップ

［2015/09/09］
第２回ワークショップ

［2015/11/17］
第３回ワークショップ

［2016/01/14］
第４回ワークショップ

［2016/02/06］
ファッションショー

大野成美　 坂倉栞　 横山楓　 櫻井真柚　 矢部由美
おおの なるみ さかくら しおり よこやま かえで さくらい まゆ やべ ゆみ



ターゲット 20代から幅広い年齢層の女性

身体も心も軽くなる
ショート丈のジャケット7

ターゲット 20代から幅広い年齢層の女性

身体も心も軽くなる
ワンピースドレス9

モデル：佐久間裕希（さくま ゆき）

2015-2016衣服衣服ののユニバーサルデザインユニバーサルデザイン

製作者 製作者 製作者

佐久間裕希　 渡辺睦　 邊見菜都紀　 島木那菜　 濱津冬美
さくま ゆき わたなべ むつみ へんみ なつき しまき なな はまつ ふゆみ

ウエストの
ゴム加工

マグネットボタン

酒井菜奈　 山根成美

ターゲット すべての男性

スポーティー作務衣5
さかい なな やまね なるみ

佐久間裕希　 渡辺睦　 邊見菜都紀　 島木那菜　 濱津冬美
さくま ゆき わたなべ むつみ へんみ なつき しまき なな はまつ ふゆみ

背中のプリーツ加工

取外し可能な袖

モデル：菅野のどか（かんの のどか）モデル協力：千代貞雄（ちよ さだお）さん

ウエストの
ゴム加工

ラグランスリープ

冬のあったかデート服8
大竹菖　 大橋利佳子　 清水絵理　 渡部千晃

ターゲット デートしたい女性

製作者
おおたけ あやめ おおはし りかこ しみず えり わたなべ ちあき

製作者

マルチコート6
村田夏美

ターゲット 着物・洋服が大好きな女性

むらた なつみ

ラップスカート仕様

背中の
シャーリング加工

SDWK1
（ソフトでダンディーでワイルドにカインド）10

五代儀亜香子

ターゲット

製作者
いよぎ あかね

年齢・性別問わず着たい方どなたでも

モデル：山根成美（やまね なるみ） モデル：大橋利佳子（おおはし りかこ） モデル協力：小野塚彰宏（おのづか あきひろ）さんモデル協力：小野塚彰宏（おのづか あきひろ）さん

◉軽い素材のシルクで、夏涼しく、冬暖かく着られる。
◉上着とパンツの両端や袖は、伸びる素材を使った動き易
　いデザイン。
◉上着の紐は飾り紐で、実際はループをボタンにかける形
　で、簡単に着られる。
◉ウエストはマジックテープを使用し、体型に
　合わせて簡単に調節できる。 ポイント

裾まわりのホック

ループボタン

マグネットボタン

◉素材は軽くて暖かい圧縮ウール。
◉コートのボタンは、手袋をしたままでも簡単に開け閉め
　できるマグネットボタン。
◉袖には丸みを付け、着物の袖もすっきりと入るよう工夫。
　洋服にも合うようバランスに配慮してある。
◉衿はロールカラーで、洋服はもちろん、衿が
　後ろに大きくあく着物にも合わせられる。 ポイント

※ロールカラー…
襟腰が高く、折返った襟

※

◉後ろの丈が前より短く、椅子に長時間座ってももたつか
　ず、しわになりにくい。
◉袖の先の部分はファスナーで取り外せ、季節や気温に
　対応。
◉ポケットは、座っている時でもお腹にちょうどくる位置。
◉背中部分のプリーツで、適度な
　ゆとりができ、自由な動きが可能。 ポイント

◉ラグランスリーブで動きやすい。
◉ケープは車いすで車輪を回しても邪魔にならない丈。
　リバーシブルで使える。
◉手首のボア生地の飾りは、手袋としても使える。
◉ウエストは腹巻のようなデザインで、暖かく、締め付けら
　れない。しゃがんだ時にも背中やお腹が見えない。
◉スカートの裾は前が長く、着席時にも
　足が冷えない。

ポイント

◉内袖等に伸縮性のあるニット地を使用しており、動きやすい。
◉ジャケットのボタンは上下から開閉できるファスナーで、
　着席時の圧迫感を軽減できる。
◉内側の陰ボタンはマグネットボタンで、簡単に開閉できる。
◉パンツのポケットは着席時も入れやすい位置にあり、ファ
　スナー付きで中の物が飛び出さない。
◉パンツのウエストはゴムで、着脱しやすく、
　パンツの後ろポケットをつけないことで
　長時間の着席も快適に過ごせる。

ポイント

◉「肌を見せたくない」という人も着られる長袖のパーティ
　ドレス。
◉スカートは、体に巻きつける形の「ラップスカート」。
◉ウエストの止めはマジックテープで簡単に調節できる。
◉背中にシャーリング加工を施してあり、
　ゴムが伸び、着脱しやすい。

ポイント


