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Where does the brand name come from? Actually, the word “mulier” stands for “woman” in Latin. If we decline it,
we will find out that one of its forms is “muliere”, which stands for “to a woman”. Sounds like a very special dedication!
ブランド名の由来は？「mulier」とはラテン語で「女性」という意味。ここからブランド名
「muliere」は「女性らしさ」を表し、まさにその名の通りのファッションを提案いたします。

Muliere was created as a response to our internal need
to make beautiful things. Our jackets are made with passion.
They are designed in Japan; the fabrics are imported from
Japan and Italy, and the fur from Scandinavia. Next, they
are sewn in Poland: top quality materials, attention to detail,
and globally acknowledged sewing skills of Polish seamstresses
guarantee that Muliere jackets are products of exceptional
quality that are fashionable, durable, elegant, and truly feminine.
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Women – their mysteriousness, and sensuality – have always
inspired me. I have created the Muliere company especially
for them. I am proud of it, as it allows me to make both women
and myself happy. Running the company stimulates me,
motivates me, and makes me feel professionally fulfilled.
It is my passion and goal to make women feel attractive,
self-assured, and beautiful, and it is a truly rewarding job.
I am glad to be able to offer all women jackets with urban soul.

MULIEREは美を追求して生まれたブランドです。コートのデザインプロセス
は日本で行われています。生地はイタリア製と日本製、毛皮はスカンジナ
ビア製の選び抜かれた素材を使用しています。
そして、世界中から厳選された、最高級の素材は、ダウンジャケットの生
産地として世界でも有名なポーランドで、仕立てられています。モダンで
ありながら流行にとらわれず、気品と女性らしさを表現する最高のコート
をお届けします。

THE BRAND

女性の神秘性と官能性、それは常に私の発想の源でした。私は女性のため
にMuliereを立ち上げ、女性を幸せにすることは私の幸せとなり、さらに
は私の誇りとなりました。私の中でこの仕事に対するエネルギーが湧きだ
し、情熱が掻き立てられ、女性が自分の魅力を見出し自信を持ち、美しく
なることが私の喜びにつながりました。これが私のパッションでありター
ゲットであるといえるでしょう。Muliereが表現するハイセンスなコートを
皆様にお届けできることを心から嬉しく思います。
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C R E AT I V E
W I T H PA S S I O N
Numerous stages of our work are invisible to a human eye: consideration, pursuit, thorough analysis
and choices – all based on emotions. Emotions that are embedded in all of our jackets.
製品が作られる過程には、多くの目に見えない仕事があります。創造、模索、分析、選択、それらのすべてが人の感覚に基づいて行われます。
Muliereのコートには、製作にかかわったすべての人の思いが込められているのです。
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At the beginning is the design,
or – to be precise – dozens
of designs. They take the form
of fashion illustrations that are put
up for a specific contest – we apply
very strict rules of evaluation.
The victorious models are the finest
ones; those that add appeal
to a woman. Following the
selection of the most interesting
ideas, a technical drawing is made
of the model in question.

We entrust international designers, who are up-to-date with the latest fashion
trends, with the elaboration of the designs of our jackets.
コートのプロジェクトは、最新のトレンドをいち早く感知する世界中のファ
ッションデザイナーの提案で行われます。

A PERFECT
BEGINNING
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コートの制作は、まずデザイ
ンから始まります。数十種類
のデザインがドローイングの
形式でデザインコンテストに
集められます。そこでは厳し
い評価が行われ、最も洗練さ
れ女性らしい気品を表現して
いるデザインが優勝します。
選抜された作品の中で最も斬
新なアイディアが技術的なデ
ッサンにおこされます。

During the subsequent stage, we create templates for each
element of the jacket. Next, the cutter does the job. For the
first time, the fabric enters the scene: in the agile hands
of talented Polish seamstresses, it soon turns into a perfect
jacket that every demanding woman will crave to wear.

その後、コートの各バーツ別にパターン（型
紙）が作られ、パターンに従って裁断が行わ
れます。ここで初めて生地が登場し、ポーラ
ンドの縫製者が腕を振るい、女性なら誰もが
袖を通してみたいと思う素晴らしいコートに
仕立てるのです。
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WA R M T H
AND
LIGHTNESS

世の中にあるすべての魅力的なもの
は、外見が印象的であるだけでなくオ
リジナルな内面をも持ち合わせている
ものです。Muliereのコートの場合は、
外側は高級な生地、内側は羽毛を使用
しています。コートに羽毛を詰め込む
作業は、コートの製作において非常に
重要な過程です。この作業はすべて手
作業で行われ、専門の職人達がその手
触りと温かさを感じ取ります。これは
コート製作の最終段階と同様に情熱と
心遣いを必要とする作業です。
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We use duly certified Polish goose down fill in our jackets.
コートに使用されるダウンはポーランド産で、特別な品質証明書が与えられています。
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Any attractive creation has spectacular exterior and original interior. In the case
of the Muliere jackets, the former is noble materials, and the latter – the goose
down employed. Goose down filling is a significant stage of the creation of our
jackets. As it is made by hand, it requires patience and precision, which, along
with passion and care, are characteristic features of our talented employees.
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PRECISION
ABOVE ALL
Perfect thermal qualities and impeccable cut of the jacket are provided
by down that is evenly distributed in the filling. That is why we attach
great importance to the stage of quilting. The quilted seams are not only
decorative, but they also keep the down in the proper places. This work
requires exceptional precision, which is why we entrust the specialists
with experience. When all elements of the jackets are ready, we start
sewing them. Slowly arises the trial copy which will be thoroughly
tested, and the smallest shortcomings – corrected. Such perfectly
polished model of a jacket is ready for being presented.
ジャケットの内部にダウンが均一に入っていると、保温性が高まりシルエットが崩れ
ません。そのためキルティングは非常に重要な作業です。キルティングは装飾として
だけでなく羽毛を一定の場所に固定する役割を果たしています。すべてのパーツがそ
ろったら、縫製に入ります。こうして少しずつ試作品が出来上がります。この試作品
は綿密にチェックされ、欠陥が見つかれば修正を行います。そして完璧に仕上がった
試作品が出展されるのです。
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We are pros at going beyond limits. Our brand stands out from
the others with its lightness, unique style, and true elegance.
固定観念にとらわれないのがブランドの特権。軽さ、小粋さ、優雅さで型を破る。
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What’s the secret of success? It goes down to listening carefully to what our customers – intelligent,
go-ahead, sensitive, and truly demanding women – have to say about their deepest needs.
成功の秘訣とは？それはお客様の声を聞くことです。知性にあふれ、聡明で、愛情にあふれる彼女達は常に妥協を許しません。
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A CONSCIOUS
CHOICE
13

There is no better thermal protection than the Polish goose down fill.
It is light and warm – a perfect combination!
ポーランドが誇る世界最高級の羽毛。軽くて暖かい、まさに最高のダウンなのです。

N AT U R A L
THERMAL
PROTECTION
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Our jackets are filled with white down derived from Polish
geese. Admittedly, it is the best down in the world. The geese
are bred free-range, in small flocks, and are fed naturally.
Their plumage makes them fit for survival in harsh winter
conditions. The Polish goose down is excellent at maintaining
warmth, and it’s light. However, if not secured against humidity
and water, it loses its properties irretrievably. This is why we
waterproof materials so thoroughly. The down also enjoys
exceptional compressing qualities, thanks to which our
jackets stand out with their unique lightness and excellent
thermal properties.

Muliereのダウンコートには世界で最も高
品質の羽毛であるポーランド産のダウンが
使用されています。ポーランドのグース（
ガチョウ）は小さい群れの中で放し飼いさ
れ、自然食品からできた餌で飼育されてい
ます。またその羽毛は、寒い冬に耐えられ
る適合性を持っています。ポーランドのグ
ースダウンは保温性と軽さにおいて最高の
品質が保証されています。しかし湿気や水
に対しては弱く、水や湿気により羽毛の特
性を失うため、Muliereのコートには防水素
材が使用されています。ダウンは圧縮され
る特性を持つため、保温性が高く軽いコー
トができるのです。
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Muliere jackets are truly exclusive products sewn from perfect materials,
and they come in small batches. They are meant for exceptional women.
Muliereはハイクラスなコートをご提案いたします。最高の素材で作られた希少なコート。
個性あふれる女性のために。
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PERFECT
WA R M T H
The collars of many of our jackets are finished off with
fur. Thanks to this, our products become more attractive,
they are warmer, cosier, and uniquely female. We typically
use the fur of racoon dogs and foxes, that we import from
Scandinavia. Because of the climate that can be found there,
their fur is well-known for its outstanding thickness.
コートの多くは襟の部分が毛皮で覆われています。襟のファーは魅力
的で、かつ暖かく快適であり、女性的な仕上がりになっています。毛
皮はスカンジナビアから輸入されたラクーンとフォックスを使用して
います。スカンジナビアの毛皮は、その土地の気候に耐えられるよう
に毛皮の密度が濃いことで有名です。
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The fabrics we use to sew the jackets are so tight that they don’t allow the down
to be released in a way that is far from refined or tasteful. They are also breathable
and water-proof: the water drops run down on the surface of the material without
permeating the inner layers. We select all the materials very carefully at trade shows
in Paris and Milan. All the choices we make are assisted by experts in material science
and trends. For sewing, we use highly durable threads made by Coats, a globally
recognized British manufacturer.
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QUALITY
BASED ON
EXPERIENCE
The fabrics are watched attentively to see how they “tend to behave”,
i.e. to match their properties with a particular jacket.
コートに使用される素材はその「特性」を生かし、各コートのタイプに合った素材を使用しています。

コートに使用される生地は、内部の
羽毛が縫い目から出てこないように
しっかりと縫合されています。また
防水性と通気性にすぐれ、水が表面
を流れ落ち内部にしみこまないよう
になっています。素材はパリとミラ
ノで専門家が選りすぐった生地を使
用し、縫製の糸は耐久性に優れる英
国のCoats社の糸を使用しています。
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The colour scheme of the jackets is bound to meet the needs of those women
who fancy quality classics, as well as courageous fashionistas open to novelty.
コートのカラーバリエーションは、上品なクラッシックなスタイルにも、最新のモードを意識し
たスタイルでも満足出来る様なコーディネートが施されています。

AT T E N T I O N
T O D E TA I L
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Designing does not terminate with the pictorial
presentation of the individual parts of a jacket,
or the calculation of its measurements. The technical
drawings need to be embellished. That’s right – literally,
coloured! The input is the colour of the body
of the jacket itself. We carefully match a given colour
with every single element we add to it: the insertions,
the belt, the fur collar, and even the tape that enhances
the fixing of the zipper. Our designers employ
an extended colour palette. Sometimes, they try
to interblend with the background; sometimes,
they opt for non-banal contrast.
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デザインとは、コートの個々のディティールの形状にとどまら
ず、技術的な図面を装飾していくことでもあります。つまりコー
トのカラーの選択を行うということです。ベルト、ファーの襟、
ファスナーのテープの色など各アイテムへのカラーを慎重に選ん
でいきます。デザイナーは多種多様なカラーを使用し、背景色や
コントラスト、個性的なカラーをコーディネートします。
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A C LO S E R
LO O K
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We cooperate with the best partners: the finishing elements of our jackets
are all produced by top international manufacturers.
最高の品質を。コートの仕上げには、世界的に有名な企業の良質なディティールが使用されています。
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Carefully selected details perfectly match each jacket.
それぞれのコートのデザインに合わせ、選び抜かれたディテールを使用しています。
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MADE
BY HAND

美しいデザイン、贅沢な素材、そしてフ
ァーの襟。Muliereのコートには、さら
にバックル、ベルト、スライダーもその
優雅さを演出します。ボタンは水牛の
角、真珠層など様々な天然素材が使用さ
れており、その一つ一つが手作業で丁寧
に縫い付けられているのです。

A beautifully shaped cut, an eye-catching fabric, and a fur collar...
In Muliere, the list of elements that underlie elegance does not
end here. What also counts are the tapes, belts, and pull tabs.
Let’s take a closer look at the buttons – they are made of natural
materials: buffalo horn, and mother of pearl. And, what is of key
importance, they are hand sewn!
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We put a finishing touch to our jackets
in the slightest possible detail. This rule also
applies to all the elements invisible to a naked eye.
It does not matter so much that the tape
is covered. Underneath there is a zipper that
not only perfectly matches the colour of the jacket,
but is also of excellent quality: we use zippers
manufactured by Lampo, a renowned Italian
company. The zipper’s pull tab is decorated with
a crystal. The hanging loop is also a meticulously
crafted element: it has the form of a jewellery
chain with a small tag that bears the engraving
of the company’s logo.
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ファスナーの部分は世界的に有名なイタリアの会社の製品を使用しています。

The top-quality zippers are manufactured
by a globally recognized Italian company.
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HARMONY
AND BEAUTY

Muliereのコートは目には見えない部分など細部にま
で心遣いが行き届いています。ファスナーは外から
見えないように覆われており、内部についているフ
ァスナーはカラーコーディネートされ、またイタリ
アのLompo社の高品質な製品を使用しています。ファ
スナーのスライダーは洗練されたディティールが施
され社名が刻まれています。
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Each jacket is made by one seamstress from A to Z.
全てのタイプのコートの製作は最初から最後まで一人の職人が手がけます。

04

THE DESIRE
FOR PERFECTION
We entrust only duly qualified and experienced experts
with sewing jackets. We need to be sure they will not let us
down at any moment, and, as a matter of fact, we are. Quilting
is a perfect way to test a person’s skills: the machine is not steered
by a computer, but by a seamstress’s hand which mustn’t even
tremble. Meticulousness, precision, concentration, and long-term
experience – these are the qualities we seek. We are lucky
to work with extremely talented Polish seamstresses, whose
skills are invaluable to us.
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コートの縫製は、資格を持った専門
家が行います。製作のいずれの段階
においても、専門家たちは期待に応
える技を披露します。特に高い技術
を要するのはキルティングです。機
械はコンピュータ制御で行われま
せん。機械を扱うのは職人の手であ
り、必要とされるのは精度、集中力
そして多大な経験です。ポーランド
の職人たちの貴重な技は、クラフト
マンシップとしての誇りです。
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It is of primary importance to make women happy. Therefore, we make sure
that even the moment of opening the packaging is like unwrapping a present.
.女性が喜びを感じる、これが重要なこと。だから箱を開けるときは贈り物を開封するとき以上の喜びを。

QUALITY
ASSURANCE
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The Muliere jacket collection is meant for contemporary
and demanding women who follow the latest fashion trends
and appreciate top quality materials, perfect finishing and carefully
crafted details. We never compromise on this! METICULOUSNESS
AND ATTENTION TO DETAIL are the terms that define our products.
We strive for them at every stage of production. Each jacket
undergoes thorough quality inspection.
A professional quality inspector carefully checks the quality
of our products. You can see his to her signature on the certificate
added to your jacket.
You will feel special wearing a Muliere jacket on any occasion.
We dedicate every tiniest part of it to you.

Muliereコレクションは、自分にこだわりを持ち型にはまらない、そんな女性の
ためのジャケットです。スタイルを意識し、高品質の素材を使用し、完璧な仕上
がりと洗練されたディティール。ここには妥協の余地がありません。製作の各段
階において必要とされるのは信頼性と勤勉性。これはMuliereコレクションを特
徴づける言葉と言っていいでしょう。徹底した品質管理に基づいて各モデル製作
されます。
品質管理は専門家によって行われます。ジャケットに添付された証書に担当した
専門家が署名します。
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Muliereのジャケットは、どんなときでもあなたを素敵にしてくれる。
細かなディティールは、すべてあなたのために捧げられた贈り物。
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