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企業紹介
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当社の価値：

• たゆみない技術革新。

• 卓越した顧客サービス。

• 手頃な価格の優れた製品。

• 社会的責任。

• 財務上の健全性。

• 環境への責務。

当社の使命：

•自己表現を表すための選ばれた

 
キャンバスを世界に提供。

•アイデアや夢、個性やプライド

 
、そしてユニークな考えやメッセ

 
ージが表現できる高品質で手頃な

 
価格のアクティブウエアや装飾品

 
のデザイン、製造および販売。

•地球とそこに住むすべての生物

 
を尊重した事業運営に対する、深

 
く持続的なコミットメント。



アンビル：自己表現のキャンバス
• アンビルの歴史は、自己表現を表

 す場所である世界にキャンバスを
 作ろうとする情熱的な人々が集ま
 って作られた歴史です。

• アンビルの歴史は、下着や作業着
 の有名なメーカーであった19世紀
 までさかのぼります。

• 引出しを開くと、アンビルのTシャ
 ツが見つかるはずです。
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アンビル、CSRポ

 

リシーを正式に制

 

定
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1990年代

1987 

19世紀後半

2006

2005

2007

アンビル：100年にわたる技術革新

1941

1970年代
半ば

ユニフォーム市場

 

へのチューブ状ス

 

ポーツシャツの紹

 

介

大手工場として初めてネオンを導

 

入しカラーパレットをマーケティ

 

ング

工場として初めてメン

 

ズと同価格でレディー

 

ス・ティー（Style 978 
）を紹介

2008

2009

大手工場として初めて当

 

時新興のスクリーン印刷

 

業向けにレディースを導

 

入

1999

プロモーション価格で50-50のシ

 

ミ落とし、シミ防止の可能なスポ

 

ーツシャツ（Style 4600）を導入

 

：最初の環境戦略、方針および製

 

品開発

アンビル、作業着を導入



アンビル製品要覧
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アンビルは業界をリードするデザイナー、メーカーおよび高品質のアクテ
ィブウエアの市場化企業で、印刷が主力分野です。

男性、女性および子ども向けの幅広い生産ラインで、ユース・エクストラ
・スモールからアダルト5Xまでのサイズを製造。

Tシャツ、スカートのポケット、ヘンリーシャツ、スポーツシャツ、
タンクトップ

幅広いパターンおよびスタイル:80色以上で120以上の
スタイル
幅広い重量と色

各種ショーツ、キャップ、タオル、タンクトップやバッグとともに染料、
湿度管理繊維、シミ落とし繊維など、専門製品の幅広いラインアップ

製品の技術革新に常に重点
スカートのポケットやヘンリーシャツを印刷市場に導入
重量を加えた衣服に最初に移行
色のセレクションの大幅な拡張を開始



競争での強み：
 アンビルの強みは市場への集中

市場への対応。
幅広い高品質製品を維持。
製品の技術革新に定評。
顧客との確固たる／個人的な関係。
柔軟で垂直統合したメーカー。
幅広い染料の能力／色のセレクション。
世界中に広がる調達能力。
業界での高いブランド認識。
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印刷市場が主力
スクリーン印刷
卸売販売店

全米で55の販売店
米国外

Anvil Germanyが欧州とアフリカを担当
日本市場は日本の販売店が担当

自社ブランドの顧客
Aramark/Wearguard、Billabong 、 Nike 、
Quiksilver 、 Stage Stores 、 VistaPrintなど。

装飾のない小売

アンビルの市場
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Anvil Knitwearの業務
本社

ニューヨーク市

流通センター
サウスカロライナ州ヘイマー市

66万平方フィートのメ
イン倉庫および流通設
備

カリフォルニア州ランチョクカ
モンガ市

第三者が管理する倉庫

繊維製品
ホンジュラス

裁断/縫合（1週間で16万ダースの能力）

ホンジュラスおよび
ニカラグア

衣料染料
ノースカロライナ州ファームビ
ル市
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欧州での販売・流通
ドイツを基盤とする



企業としての約束
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アンビルは、自社の事業運営が現地、地域、そして世界中の環境やその利害関係者
全員に影響を与えることを認識しています。その結果、アンビルは、環境的に持続
可能な成長と社会的責任に関する原則を守ることに専心しています。

•当社社員に対して、当社は正直さ、公正な管理、公平さ、安全で健全な職場環境

 
の提供、そしてあらゆる個人の尊厳を尊重することに専心しています。

•当社顧客に対して、当社は納期を守り適正な価格で高品質の製品およびサービス

 
を顧客に供給するべくパートナー関係を築くことに専心しています。

•私たちが暮らし働く地域社会に対して、当社は、良き市民としてのあらゆる姿

 
勢を反映しつつ、環境上健全な実務を順守し、配慮と責任感を持った隣人として行動

 
することに専心しています。

•当社株主に対して、当社は環境上および社会的に持続可能な成長そして利益目標

 
を追求し、当社の資産およびリソースの使用にあたって財務上の節度と堅実さを発揮

 
することに専心しています。

•当社のサプライヤーとパートナーに対して、当社は公平競争と良質な顧客やパ

 
ートナーに必要とされる責任感を持つべく専心しています。



アンビルの環境への責務

すべての関連する環境立法を順守し、可能な場合はこれら
を上回る。

持続可能な調達方針を採用することによって、環境への影
響に取り組むことを追求する。

改善目標を設定し、その目標達成のための行動を策定する
ことで、継続的に当社の環境パフォーマンスを向上させる
。

当社自身が行う活動および当社の他者への影響の両方を通
して、省エネにより、汚染と廃棄物を最小限に抑え、可能
な場合には防止する。

ガイドラインと研修を通して当社社員に教育を行う。
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持続可能な実践

環境に優しい好ましい仕入プログラム
環境に優しい布地、製造過程および環境に優
しい染料
二酸化炭素排出削減への取組
社会的責任を伴ったグローバルな雇用者
サプライチェーンの責任
地域社会との関係
環境教育および保護支援活動
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従業員の福祉推進と地域社会の変革

アンビルは従業員および地域社会の福祉推進を
継続的に追究しています。
食料と燃料の価格高騰およびホンジュラスとニ
カラグアで最近発生した交通運輸のストライキ
の影響を認識した上で、ホンジュラスとニカラ
グアで、アンビルは5,000人を超える全従業員
に食料（米10ポンド、豆10ポンドおよびトルテ
ィーヤ5袋）を供給しました。これは12万ポン
ドもの食料になります。
アンビルはニカラグアにおけるシングルマザー
への住宅資金提供に取り組んでおり、工場付近
における低価格住宅およびデイケアプロジェク
ト支援という長期的な目標を設定しています。
詳細はanvilknitwearcsr.comをご覧ください。
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環境に優しい当社の製品

衣服により各個人が約1トンものCO2 排出量（洗
 濯や乾燥を含む）を生み出しているとの推定に

 基づき、アンビルは環境に優しいアパレルライ
 ンを導入しました。



世界的の綿の大部分は、大量の殺虫剤や合成肥料を用いて生育されていま
す。こうした投入物の使用は従来型の農業作業とともに、土壌の劣化や
環境の悪化に寄与しています。綿栽培に関連するこうした環境面および
社会面への影響の多くは、綿の有機栽培作業を採用することで削減したり
失くすことができます。
アンビルは、評判の高い有機供給業者から綿を調達し、その有機ラベルを
実証する厳格な文書と米国農務省（USDA）の国家有機プログラム（
NOP）の要件を要求しています。
アンビルは有機綿の育成への移行およびその製品ラインへの統合をサポー
トする取り組みも行っています。
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アンビル：
100%認証済

有機綿
環境に

優しい染料
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Farm, Gin & 
Yarn Spinner

認証
有機
綿
農園

殺虫剤、肥料あ

 

るいは遺伝子組

 

換えを使用せず

公認団体により

 
USDA NOP基準認

 
証済

アンビルはEAD3合意

 
基準に合格した製品

 
を使用

有機繊維は製造過程

 
で分別



当社の貴重な天然資源の保存を助けるユニーク
な製造過程を用いて製造された環境面で責任を
持つ衣服：土地、水およびエネルギー。
裁断と縫合過程の後で繊維や切り抜きは収集さ
れ、色ごとに分類されてブレンドされます。こ
の結果できる綿のような毛は、新しい毛糸の紡
績に使用可能。
繊維ゴミを再処理することで焼却や埋め立てを
削減。
綿の繊維は再度染める必要がなく、水を節約し
汚染物質の追加を抑制。
新しい綿の生産に必要な土地の使用、水集約的
な灌漑、肥料や殺虫剤が不要。
当社のシンプル化された製造過程によりエネル
ギーと資源を節約。

詳 細 を ご 覧 に な る に は 製 品 シ ー ト を ダ ブ ル ク リ ッ ク 。
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アンビルの場合、裁断と縫合過程の後で繊維や切り抜
き
は収集され、色ごとに分類されてブレンドされます

 

。
再生産された繊維はリサイクルされたTシャツや衣服
の元 の色を保持しているので、染料や有害な化
学薬品の使用を抑制。
繊維ゴミを再処理し、綿の場合には新たに繊維を染め
る
必要がないため水を節約し新たな汚染物質がること

 

がなく、繊維のリサイクルにより焼却や埋め立てを削

 

減。

 

新しい綿の生産に必要な土地の使用、水集約的

 

な灌漑、肥料や殺虫剤が不要。
シンプル化された製造過程によりエネルギーと資源を
節
約。

• ペットボトル（PET)• 綿とポリエステル

• この処理は、お客様の地元のリサイクル収集所でペッ

 

トボトルを分別して収集用に梱包することから始まり

 

、その後処理工場に送られ色別に分類されます。
• 殺菌後、ボトルはつぶされ断片化されます。
• これら小さな破片は大きなタンクに注ぎ込まれ、そこ

 

で溶かされかき混ぜられます。これにより濃い液体

 

ができ、
シャワーのような装置から押し出されて繊維質でポリ

 

エステルのひもが作成されます。これが引き伸ばされ

 

て繊維に編み上げられます。
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アンビルニットウエアの環境に優しいコレクシ
 ョン
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•アンビルは常に技術革新企業であり、今後もそうあり続けます。当社ブラン

 
ドは100年以上にわたって続いていますが、単なるTシャツメーカーにとどまら

 
ないのは絶え間ない技術革新および改革によるものです。

•当社は周囲の世界を観察し、その時代に最も重要な社会的およびビジネス上

 
のトレンドを見出し、業界最高の品質と価値のために専念しつつそのトレンド

 
に対処していきます。

•アンビルの強みは、当社の規模と資源を活用して手頃な価格で大量に製品を

 
提供できることです。

アンビルのニットウエア：
 革新的な製品の中に未来がある
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www.anvilknitwear.com
www.anvilknitwear.eu

www.anvilknitwearcsr.com
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