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ハリスツイード協会
はじめに
この資料にはハリスツイード生地の使用とハリスツイード協会(HTA)によってい所有されている知的財産に関する重要な情報が記載されて
います。よくお読み頂き、ご不明な点がございましたら、お気軽にハリスツイードスタッフまでeメールenquiries@harristweed.org にてお
問い合わせください。
この資料は3つの部門に分かれています:

▪ 第1部- ラベルポリシー (ページ 2 - 5)
▪ 第2部 - ブランド使用規則 (ページ 6 - 8)
▪ 第3部 – ハリスツイードブランド情報 (ページ 9 - 14)
▪ 付録 1 – ハリスツイード協会織りラベルとスイングタグの外見
付録 2 – アクセサリーラベル（小さい製品）とシームラベルの使用許可の例
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第1部 - ラベルポリシー
1. はじめに
ハリスツイード産業と関連のあることがよく知られている象徴的なオーブマークは 認定マークとして登録されています。認定マークとは個人もしくは組織
が登録し、その所有権が認められ、知的財産を守る趣旨であるという点において、商標に似ています。
オーブマークはハリスツイード協会の知的財産であり、決してコピーもしくは侵害されてはなりません。
ハリスツイード協会はその知的財産を侵害する個人もしくは法人を追及します。

次の情報は重要です
ハリスツイード協会の織りラベルとスイングタグの使用に関した厳しい規則があります。次の規則を注意深く読み、説明が必要な場合には電話かeメー
ルにてHTA 事務所にご連絡ください。
ラベルコレクションには５つの織りラベルがあります（付録1参照）。ラベルを使用する製品のサイズに最もふさわしいラベルを使用する必要があります。

2. 織物認定マークラベルとスイングタグ
a) ハリスツイードの布を購入した場合、供給者（工場、織工もしくは小売業者）は織物認定マークラベルとスイングタグの割り当てを提供しなければなり
ません。ラベルもしくはスイングタグの割り当ての提供がないもしくは断られた場合、疑問を持ち、購入した布の信用性を疑う必要があります。受け取
るラベルの数は購入した布の量と使用目的によって決まります。ハリスツイード布生産者（例、工場や独立した生産者）へのHTA の一般的な割り当ての
指針は4ページのHTA ラベル表に記載されています。
b) ラベルはポリエルテル糸を用いて織り、柔らかい切り口と高品質の手触りのために超音波で裁断しており、著作権で守られています。 5種類の織りラベ
ルがあります。付録１をご参照ください。
２種類のスイングタグがあります。両方織りラベルの色と光沢に調和した特別なカードを使って作られています。またハリスツイードの短い主な定義の
文章とセキュリティーホログラムも含まれています。付録１をご参照ください。スイングタグも著作権で守られています。
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c) 注文の際にはハリスツイードの供給者にラベルとスイングタグの必要条件を同意／交渉するようにして下さい。HTAは同意した割り当てに関して干渉し
たり影響を与えたりすることはないのでご注意ください。
d) ハリスツイード布の供給者はラベルとスイングタグへの追加料金を請求する場合もあります。注文の際にその件を確認して下さい。
e) ハリスツイード協会ラベルの使用に関した厳しい規則がありますのでご注意ください。４ページのHTA ラベル表を参照する必要があります。この資料は
www.harristweed.org でもダウンロード可能です。
f) ハリスツイード協会は衣服／大もしくは一般用ラベルの追加販売は致しませんのでご注意ください。
g) ハリスツイード協会はその裁量により*アクセサリーとシームラベルを販売することができます。これを行うには、次の条件を適用する必要があります：
✓ ハリスツイード協会は申請者がハリスツイード協会の規則に従って使用することに満足していなければなりません。規則に従うことに同意する同意書に署名
することが必要になります。同意書を申請するには、ハリスツイード協会()にご連絡ください。ブランド使用規則、特に製品に常置してある「メーカーの識
別」を使用する必要条件（以下4参照）と織物用ラベルが付いている製品1つにつき認められているハリスツイードの最少量に関する規則をご理解下さい。
✓ HTAはハリスツイード工場、工場内店舗もしくは独立している生産者からハリスツイードの布を購入したことを証明する明細書が必要です。明細書はハリス
ツイードの購入メーター数及びダブル幅もしくはシングル幅であるかが明確に記載されていなければなりません。（クレジットカードもしくはデビットカー
ドのレシートは不可）
✓ アクセサリー、シームラベルとスイングタグはダブル幅布を5メートルまたはシングル幅布を10メートル以上の購入を確認可能な際に販売されます。長
さ50cm 未満は不可。
✓ クラフトパック、端切れまたはそのような物 に関してはラベル／スイングタグを販売していません。
✓ ラベル／スイングタグを申請する際のハリスツイード布の購入は12ヶ月以内に行わなければなりません。
✓ 購入の証拠はハリスツイード協会のEメールenquiries@harristweed.orgへ送ることができます。お支払いは電話にてカード決算ができ、お支払いの確認
ができ次第、出荷もしくは受け取りに来られます。
.
✓ 織物ラベルまたはスイングタグの転売は断じて禁止されていますのでご注意ください。
✓ この資料はwww.harristwed.orgにてダウンロード可能です。
*ハリスツイード協会が申請者がラベルポリシーやブランド使用規則に従っていないと判断した場合に限り、スタッフがラベルの追加販売を断ることがあります。
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3. HTA ラベル表

注 – ダブル幅 (D/W) 生地は 150cm幅, シングル幅 (S/W) 生地は75cm 幅

ラベル種類
衣服/大きい製品用
ラベル

一般用ラベル

アクセサリーラベル
– 大きな製品

アクセサリーラベル
– 小さい製品

シームラベル

使用説明

一般的な割り当ての
指標

使用例

目安として、このラベルを使用するすべての製品は
ダブル幅のハリスツイード生地を１メートル以上使
用する必要があります。ハリスツイード生地は商品
外部表面積の50％以上を占めていなければなりませ
ん。 (衣服を除く、その外側は完全にハリスツイード
生地で作られていなければならない)

•
•

このラベルは600cm2以上のハリスツイード生地
(例、20cm x 30cm またはA4 用紙)を使用している商
品にのみ使うことができます。ハリスツイード生地
は商品外部表面積の50％以上を占めなければなりま
せん。
このラベルは300cm2以上のハリスツイード生地
(例、15cm x 20cm またはA5用紙)を使用している商
品にのみ使うことができます。ハリスツイード生地
は商品外部表面積の50％以上を占めなければなりま
せん。

•

D/W １メートルに付きラ
ベル２枚
S/W １メートルに付きラベ
ル１枚

ハリスツイードの供給者から
のみ入手可能

D/W １メートルに付きラ
ベル６枚
S/W １メートルに付きラベ
ル３枚

ハリスツイードの供給者から
のみ入手可能

•
•

•
ハリスツイードが600cm2 以
上使われている衣類
大きいバッグ/リュックサック •
ブランケット

•
•
•

バッグ
帽子
技術/電化製品の付属品

•

D/W １メートルに付きラ
ベル30枚
S/W １メートルに付きラベ
ル15枚

証拠を受け取り次第HTAから
追加供給可能（ラベルポリシ
ー参照）

このラベルはハリスツイードが製品の外面の50％を
占めいない小さい製品に使うことが出来ます。目安
として、As a guide, there should be at least three times
the surface area of HARRIS TWEED to label.

通常アクセサリーラベルを使
う可能性のある包括的でない
リストの製品 - 小さい製品は
付録２に添付してあります。

•

D/W １メートルに付きラ
ベル30枚
S/W １メートルに付きラベ
ル15枚

証拠を受け取り次第HTAから
追加供給可能（ラベルポリシ
ー参照）

アクセサリーラベル1枚に付き - 小さい製品

アクセサリーラベル1枚に付
き - 小さい製品

•

D/W １メートルに付きラ
ベル40枚
S/W １メートルに付きラベ
ル20枚

証拠を受け取り次第HTAから
追加供給可能（ラベルポリシ
ー参照）

D/W １メートルに付きラ
ベル40枚
S/W １メートルに付きラベ
ル20枚

証拠を受け取り次第HTAから
追加供給可能（ラベルポリシ
ー参照）

•
•

衣服と大きい製品
衣類 (外側がすべてハリス
ツイード生地で作られたも
の)
家具
カーテン, 窓用ブラインド等

•
•

•

•

•
スイングタグ

注釈

全ての場合において、スイングタグはハリスツイー
ド生地が商品の外部表面積の50％以上を占めるとき
のみ使用できます。

ハリスツイード生地を50%
以上含む製品

•
•

ペアの製品、例えば履物や手袋には 小さいアクセサリーラベルまたはシームラベルのみ使用できますのでご注意下さい。ラベルはそれぞれの靴または手袋
に使うことができます。すべてのハリスツイード織りラベルは商品に縫い付けなければなりません。接着してはなりません。
www.harristweed.org
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4. メーカーの識別
ハリスツイード産業、ハリスツイードブランド及び私たちの島の経済を支えている産業の
多くの仕事を守るために必要な措置を講じるのはハリスツイード協会の役目です。ハリス
ツイードブランドが高品質、高級なスコットランドの織物ブランドとして世界的に認めら
れ続けることを保証するのはハリスツイード協会の責任です。これはすべてのハリスツイ
ード生地を使用する者–工場、製織業者、製造業者、メーカーおよび小売業者がデザイン、
裁断、縫製、卸売りや小売チェーンにおけるすべてのハリスツイード製品のマーケティン
グに誇りと品質を保つ必要があります。ハリスツイード製品の価格は布の製織や完成品の
技量が反映されるべきです。
a) HTA から追加で織りラベルの購入をご希望のすべてのハリスツイード商品製造者は製品の製作者、製造者又は創作者を識別する常用マークをそのハリス
ツイード製品に付けなければなりません。これらのマークはオリジナルラベル、刺繍のマーク、スタンプ、恒久的な（例、取り外し不可能）タグやそれ
に似たものを製品に付けられます。HTAにとって最終顧客が商品を購入後、商品の製造元または供給元を特定できることが重要です。
b) メーカーの識別のデザインにハリスツイードのオーブトレードマークは入れてはなりません。社名、ロゴまたはマークは商品の内側または外側に鮮明に
表示する必要があります。上の例をご参照ください。ハリスツイード協会はそれぞれのメーカーのマークの詳細を保持し、その製品に関するお客様から
の問い合わせはメーカーに送ります。

5. 販売促進用品
ハリスツイード協会はチラシ、広告用ボードやハリスツイード製品の販売をサポートするポスターなどの販売促進グッツも提供できることがあります。販売
促進用品のご注文をご希望の際はハリスツイード協会enquiries@harristweed.org にご連絡ください。
HTA の宣伝用品は毎年更新されます。以下の A4販売促進ボード例をご覧ください。

www.harristweed.org
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第2部 – ブランド使用規則
1. はじめに
HARRIS TWEED ブランドの管理者であるハリスツイード協会（以下、「HTA」という）は、今後も長年に渡って品質を守っていくために、ブランドの適正使
用を徹底する必要があります。当ブランドは1993年のハリスツイード法（以下、「1993年法」という）と世界各国の登録商標で保護されています。
当ブランドの使用をご検討くださり、誠にありがとうございます。ご使用にあたっては、必ず本ブランド使用規則をお守りくださいますようお願いいたしま
す。
ブランド使用規則の目的:
✓ HARRIS TWEED ブランドの品質を守ること
✓ HARRIS TWEED ではない製品をHARRIS TWEED ブランドとして宣伝したり関連付けたりしないように徹底すること
✓ 当ブランドの信用を不正に利用したり、弊害をもたらしたりするような使用を避けること
本ブランド使用規則に反した HARRIS TWEED ブランドの使用は認められず、HTA はそのような行為を防ぐために適切な措置を講じる権利を有します。

2. HARRIS TWEEDブランド
1993年法において定められている法律上の定義を満たしていない生地はHARRIS TWEED ではなく、HARRIS TWEED と呼ぶことはできません。定義によ
るとHARRIS TWEEDは、アウター、ヘブリディーズ諸島でその住民によって手織りされ、アウター、ヘブリディーズ諸島で仕上げられ、アウター、ヘブ
リディーズ諸島でピュアバージンウールを染色し紡績された物のみを、認定することができます。

www.harristweed.org
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2. HARRIS TWEEDブランド(続)
ブランドの主要要素:
a) HARRIS TWEEDの名前
b) オーブ（Orb）マーク:
c) 筆記体の書式で書かれたHARRIS TWEEDの文字とマークの組み合わせ :

HARRIS TWEEDの名前は必ず正確に使用し、大文字、‘引用符’ またはイタリック体などを使って文章内の他の言葉と区別する必要があります。
HARRIS TWEEDは名詞でありHARRIS TWEED 生地の説明に関連する場合を除いて、形容詞として使っては
なりません。オーブマークの使用が認められている場合は、常に変更なしで使用しなければなりません。
HARRIS TWEEDオーブおよび HARRIS TWEEDのアートワークは、ハリスツイード協会から入手することができます。入手希望の方は
enquiries@harristweed.org までメールでお問い合わせください。

3. ラベルおよびスイングタグ
HARRIS TWEEDのラベルとスイングタグは著作権で守られています。ラベルのデザインはブランドの主要要素が含まれており、ラベルポリシー（この資
料の第1部参照）に従って使用しなければなりません。HTA が発行した織りラベルとスイングタグはHARRIS TWEEDを含む製品のみに使用できます。織

りラベルまたはスイングタグの複製や変更もしくはレプリカを製造してはなりません。
HARRIS TWEED 生地の最初の購入元となるHARRIS TWEED 工場(すなわち生産者) が、生地の購入量に合わせて適切な数のラベルを提供します。 代理店、
業者または第三者から生地を購入する製品メーカーは、受け取るラベルの数について、自社のサプライヤーと交渉しなければなりません。ラベルを追加

で自社生産してはなりません。
a) あらゆる製品に使用されている HTAの織布ラベルは、製品の大きさとそれに使用されているHARRIS TWEED生地の量に全体として見合ったものでなくて
はなりません。実際はそうでないにも関わらず、ラベルの位置やラベルが目立っていることで、製品すべてHARRIS TWEEDで作られている、或いは
HARRIS TWEED産業の製品であると消費者が誤解しないようにしなければなりません。
b) 製品の外側に配置する場合、製品の中で HARRIS TWEED の要素/生地が使われている部分だけにラベルを配置しなければなりません。例外的に、HTA の
織りラベルは補強目的のため、必要最低限の縫い目で皮革またはその他類似する物の裏面に縫い付けることができます。
www.harristweed.org
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4. HARRIS TWEEDを含む製品のネーミングや商品説明
a) HARRIS TWEED （ボタン、縁取り、裏地は除く）の使用割合が製品表面の50％を超える場合、その製品を「HARRIS TWEED X」 (例：「HARRIS TWEED
ジャケット」や「HARRIS TWEEDバッグ」)として説明することができます。
b) HARRIS TWEED の使用割合が 50% に満たない製品 (ボタン、裏地、縁取り等は除く) は、「HARRISTWEED 商品」としてネーミング/説明することはでき
ません。 このような場合、HARRIS TWEED 生地が含まれている、あるいは HARRIS TWEED 生地を使用している製品として紹介することはできます
(例：「HARRIS TWEED 生地が含まれるジャケット」、「HARRIS TWEED生地の装飾を特徴としたバッグ」)。
c) ハリスツイード協会は印刷物へのオーブマークと「HARRIS TWEED」という言葉の商標保護を保有していますのでご注意ください。販売用資料、広告、
看板または掲示板はすべて、HTAの承認を受ける必要があります。HARRIS TWEEDという言葉やオーブマークを使用できるのは、HARRIS TWEED生地を
含む商品に関連する場合に限ります。
d) HARRIS TWEED だけの販売促進や販売を専門に行うビジネス (以下、「HARRIS TWEED ビジネス」という) である場合を除き、ビジネスでは販売促進に
関連して HARRIS TWEED の名前やオーブマークを使用することはできません。 HARRIS TWEED ビジネスでは、消費者に対してHARRIS TWEED商品の
販売を行っていない別のビジネスであることを明確に示している場合を除き、他の製品を販売している他のビジネスを消費者に案内したり、その他の形
で宣伝したりしてはならないものとします。
e) 書面による明確な許可を得ずに、HTAに関連するもの、あるいはHTAの承認を受けているビジネスであることを示唆するような形でHARRIS TWEEDの名前や
オーブマークを使用してはならないものとします。
f) HARRIS TWEED商品の販売促進に関してHARRIS TWEEDの名前やオーブマークを使用しているビジネスでは、どの商品がHARRIS TWEEDを使ったもの
で、どの製品がそうでないかを明確に示さなければなりません。
g) 商品のHARRIS TWEED生地の使用はハリスツイード協会または「HARRIS TWEED」とのコラボレーションであると提示してはなりません。
h) 箱およびパッケージ：パッケージ内に含まれているひとつまたは複数のアイテムが Harris Tweed 生地を 50% 以上使用して製造されたものである場合、パ
ッケージに「HARRIS TWEED」という言葉は使用できますが、オーブマークは使用できません。

www.harristweed.org
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第3部 – HARRIS TWEED ブランド情報
1. はじめに
ハリスツイード協会によってオーブマークの認定された本物のHARRIS TWEED以外の物に生地の説明や商品の材料または商品に含まれているものとして
HARRIS TWEEDという言葉を使うことは好ましくありません。. HTAは法的ルートを通じて知的財産を侵害する個人もしくは法人を積極的に追求します。

2. なぜ HARRIS TWEED?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

HARRIS TWEED は
スコットランドのアウターヘブリディーズ諸島の住民のみがそこで手織りした物
イギリスで最も古い継続的に登録されている認定マーク
世界的に有名な伝統的な生地
世界で唯一の、起源が守られ、ハリスツイード協会によって守られている議会制定法の定められている生地– 世界的に有名なオーブマークの守護者
ピュアバージンウール100％を染色、ブレンド、紡績、織り、スコットランドのアウターヘブリディーズのみで仕上げ、刻印、認定そして本物と高品質を保
証して作られた物
遠隔な島の経済に小作人と織り手の貴重な雇用機会を提供し、雄大なヘブリディアン風景に繋がりのある職人による生地
保温性に長け、美しく、耐久性に優れ、使い勝手が良い
独自のスタイルと時代を超越する気品を大切にする有名なファッションデザイナーやインテリアデザイナーに選ばれてきた高級ブランド
室内装飾に適しています。– 注文の際にはインテリアグレードの生地をリクエスト下さい。

www.harristweed.org
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3. なぜHARRIS TWEED ブランドを守る?
「HARRIS TWEED」は何世代も経て、現在のように世界的な人気を誇るブランドへと成長を遂げました。ブランドを一貫して系統的に使用することで、
HARRIS TWEED産業を強化し、 ひいてはこのブランドに依存する島民たちの確かな未来を拓きます。また、生地の価値と、派生製品に対するニーズの維持
にもつながります。。ハリスツイード協会は、HARRIS TWEEDブランドの無許可の使用を防ぐべく努力して います。無許可の使用は、ブランドの認知度と
地位を損なうだけでなく、当ブランドに 投資した企業や、その製品を購入した人々からの信用を失墜させるからです。

4. 何が守られていて、どこが守られている?
1993年の議会制定法が定める条件を満たさない限り、生地は HARRIS TWEEDではなく、また HARRIS TWEEDと呼ぶこともできません。同法について詳し
くは、ハリスツ イード協会にお問い合わせください。ハリスツイード協会により検査され認定された、本物のHARRIS TWEEDは、その品質と生産地を保証
するオーブマークが押されます。
HARRIS TWEEDの名前、ロゴ、そしてオーブのデザインは貴重な知的財産であり、世界各地で法律によって保護されています。これらの知的財産はまた、
アウターヘブリ ディーズ諸島の島民、さらには HARRIS TWEEDの顧客にとって、多大な経済的価値を有します。HARRIS TWEEDブランドに傷をつけるよ
うなHARRIS TWEEDの使い方は断じてしないでください。HARRIS TWEEDをHARRIS TWEEDブランドにとって有害な方法で使用してはいけません。

HARRIS TWEED の名前やロゴの使い方が不明の際には、 先に進む前にハリスツイード協会にご連絡ください。

正しく使われているラベルとマーク

www.harristweed.org

正しく使われていないラベルとマーク
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5. HARRIS TWEED ブランドモデルと ブランドストーリー
HARRIS TWEEDブランドモデルの使い方
以下のHARRIS TWEED ブランドモデルは様々なHARRIS TWEED ブランドの主な要素を示しています。ブランドモデルはあなた自身の物語をサポートし、
HARRIS TWEED のその文化と価値が本物であり続けるようにします。

ブランド ストーリーの使い方
ブランド ストリーリーは、Harris Tweed について簡潔にま とめ
た物語です。このストーリーをマーケティング、広報、宣伝に
使うことができます。

ブランドストーリー
HARRIS TWEEDはユニークな手織りの織物以上のもので、豊か
な歴史と文化、美しい景色と活気のあるコミュニティを持つス
コットランドの遠く美しいアウターヘブリディーズ諸島の実際
の場所についての物語です。近年は産業とそのブランドが世界
的に知られるまで成長しています。
HARRIS TWEEDはたったひとつ。HARRIS TWEEDは、世界有数
のすぐれた織物にして、産地が議会制定法により定められ、ハ
リスツード協会による認定を示す世界的に有名なオーブマーク
で保護された唯一の織物です。スコットランドの茫々と美しい
アウターヘブリディーズ諸島にある、ルイス島、ハリス島、ノ
ースウイスト島、サウスウイスト島、バラ島の島民はそれぞれ
の家で幾世代にもわたり、HARRIS TWEEDとして知られている
布を織り続けてきました。染色・紡績・加工・仕上までをアウ
ターヘブリディーズ諸島の職人が手掛けるピュアヴァージンウ
ールから作られ、さらに1993年の議会制定法が定める要件を満
たし、そしてハリスツイード協会によりかの有名なオーブ マー
クが押されているもののみが、HARRIS TWEEDと名乗ることが
できます。ナチュラルで非アレルギー性、土に還すことができ、
さらには撥水性のあるHARRIS TWEEDは保温性にすぐれ、美し
いばかりでなく耐久性があり、また使い勝手の良さも魅力です。
辺 鄙 な 島 々 で 生 ま れ 、 キ ャ ッ ト ウ ォ ー ク を 賑 わ す HARRIS
www.harristweed.org
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TWEEDは、その伝統とクラシックなスタイル、そして時を経る
ほどに風合いが増すという特徴により、ファッションデザイナ
ーやインテリアデザイナーの支持を集めています。生地は1メー
トルごとにオーブマークにより認定され、職人のワザが光る本
物のHARRIS TWEED であることが保証されます。

www.harristweed.org
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6.

デザイナー向けガイ
ドライン
Harris Tweed マークは常に、見やすく読みやすい ように、十分な余白が確保できる場所に配置してください。モダンオーブマーク。モダン オーブ マークの
周囲には最低でも、十字架部分の高さ (X) と同じ幅の余白を確保してください。このルールは、すべてのバー ジョンに適用されます。

伝統的ロゴ
伝統的ロゴの周囲には最低でも、
「HARRIS」の「H」の高さ(H)と同じ幅
の余白を確保してください。このルー
ルはすべてのバージョンに適用されま
す。

伝統的ロゴとオーブマーク

伝統的オーブマーク
伝統的な オーブ マークの周囲には最
低でも、十字架部分の高さ (X) と同
じ幅の余白を確保してください。こ
のルールは、すべてのバー ジョンに
適用されます。

www.harristweed.org

モダンオーブマーク

伝統的ロゴとオーブマークの周囲には
最低でも、「HARRIS」の「H」の高さ
(H)と同じ幅の余白を確保してくださ
い。このルールはすべてのバージョン
に適用されます。

モダン オーブ マークの周囲には最
低でも、十字架部分の高さ (X) と
同じ幅の余白を確保してくださ
い。このルールは、すべてのバー
ジョンに適用されます。
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7.

法的用語と定義の付録
議会制定法
英国議会で可決された法律。

同協会は、有限ハリスツイード協会に代わってオーブ マークと
HARRIS TWEED 産業を守護する存在として、英国議会により
1993年に設立されました。

認定マーク
認定マークは製品またはサービスの性質ないし
起源を認定するも ので、認定マークが付され
た当該の製品またはサービスについて、 一定
の基準を満たすこと、または特定の性質を帯び
ていることが 保証されます。

HARRIS TWEED マーク
ハリスツイード協会に帰属する一連の登録さ
れているマーク

団体認定マーク
団体認定マークは商標の一種で、それが付され
た製品またはサービスは、単なる貿易業者では
なく貿易協会に加盟メンバーにより提供されて
いるものであることを示します。
1993年ハリスツイード法
「ハリスツイード」ならびに「ハリスツイード」産
業に従事する 人々の暮らしの保護と促進を唯一の目
的として制定された議 会制定法
有限ハリスツイード協会
同協会は、“Harris Tweed” ブランド
とその産業を保護するため、 1909
年に設立されました。1993年にハ
リスツイード法が制定 され、同協
会の機能は、その後継者である、
ハリス ツイード協会 (Harris Tweed
Authority) に委ねられました。 詳
しくは、www.harristweed.orgをご
覧ください。
ハリスツイード協会
www.harristweed.org

知的財産庁
ビジネス・イノベーション・技能省 (英国政府
の省庁のひとつ) の一部門。公式政府機関のIPO
は英国国内の知的財産権を管轄しています。
ipo.gov.ukをご覧ください
オーブマーク
ハリスツイード協会が生地がHARRIS TWEED
であることを認定するのに使われているシン
ボル。
ラベルポリシー
HARRIS TWEEDラベルは、どのような状況で使
えるか、また使うべきかを説明するガイダン
ス。
ライセンス
この文脈においては、状況に基づき知的財
産の一定の許可を与える契約のこと。
アウターヘブリディーズ
西の島々としても知られています。アウターヘブ
リディーズはスコットランド西岸30マイル沖合に
連なる島々。主にルイス島、ハリス島、ノースウ
イス島、サウスウイス島、ベンベキュラ島そして
バラ島が含まれます。
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登録商標
企業または個人が、それが提供するもしくはそれによって売られたすべての製品において自他の識別に用いる、知的財産庁に登録された名前や語句、シンボ
ル。
®
上記のシンボルは、それが登録済みのマークであることを示し ます。
利用規約
当文書に表示されたハリスツイード協会に帰属する商標以外の商標は、ハリスツイード協会に関係ないし関連したに関わらず、それぞれの所有者に
帰属します。
認定マーク
HARRIS TWEEDという用語及びオーブの意匠は、英国認定のマークであり、それに関連する規制は、ウェブサイトwww.harristweed.org または
The Town Hall
2 Cromwell Street
Stornoway
Isle of Lewis
HS1 2DB
または英国知的財産庁にてご覧になれます。
英国認定マーク番号. 319214, 2311169 & 2058045.
© 2018 Harris Tweed Authority.
全著作権所有
ハリスツイード協会のマーク
はハリスツイード協会に承認
されていない商品もしくはサ
ービスに関連して使用するこ
とはできません。また、顧客
の間に混乱をもたらす可能性
のある方法、またはハリスツ
イード協会の評判を侮辱する
損害を与えるような方法で使
用することもできません。
ハリスツイード協会はこの文書のどの部分にも修正を加える権利があります。
www.harristweed.org
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付録１

www.harristweed.org
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付録２
アクセサリーラベル（小さい製品）とシームラベルはハリスツイード生地で構成、被服された商品の外表面の50％未満でデザインや制作された製品に使用で
きます。アクセサリーラベル（小さい製品）とシームラベルに相応しい商品のタイプとサイズの例は以下の通りです。これは包括的なリストではありません。

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ベルト
ブックマーク
ボトルバッグ
バンティング
ボタン (パック)
カード
時計
カフリンクス
犬用/ペット用アクセサリ
ー
コースター
イヤーマフ
眼鏡ケース
手袋
ヘアアクセサリー/ヘッド
バンド
ハット/キャップ

www.harristweed.org

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

ヘッドフォーン
ヒップフラスク
ジャーカバー
化粧ポーチ
携帯電話用アクセサリー/カバー
マグ/カップ用 アクセサリー
ナプキン
ペンケース/筆箱
ピンクッション
財布
靴/ブーツ (上部の100% が HARRIS TWEEDであるものを除く)
小さいバッグ
テディベア、人形やぬいぐるみなど
ティッシュボックス/ケース
小物入れ
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