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Mayoral は歴史のある同族経営の会社で
す。1世紀近く前に祖父がマラガでストッキン
グと靴下の生産を始めたのが私たちの始ま
りです。その後息子たちの協力を得て、年月
をかけて業界の有力企業となるまでに発展
しました。1960代に3代目が経営を引き継い
だ際、子供服の生産に乗り出しました。そし
て今日、ドミンゲス一家4代目が引き続き経
営に携わっています。

今ではMayoralは企業グループとして、子
供服とシューズのデザイン、製造、販売を
手掛け、100か国を超える世界各地の1万 
人以上のお客様に商品をお届けしていま 
す。Mayoralの商品はファッション性と品質、
機能性と手軽な価格という特徴を兼ね備え
ています。市場の潮流に合わせ、また消費者
である子供たちのことを念頭に置きながら、
店舗を持つお客様と協力し、ブランドイメー
ジのキャンペーン実施などサポートを行って
います。

これらいずれも、当社の上層部チームの努力
なくしては成しえないものです。同チームは、
異なる技能•専門性を持つ千人以上のスタッ
フを管理•監督する役割を持つため、当社で
は継続的に社員研修の場を設けています。
さらには、長期的なオペレーションを見据え、
業界のエキスパートを営業代理人として起用
し、お客様から信頼を勝ち得ています。

お客様の発展に貢献し、お客様の成功を目
にすること、それが当社の喜びです。また、日
々新しいお客様を迎えることをお待ちしてい
ます。Mayoralのお客様となり、成功を手にし
ませんか？

Rafael Domínguez de Gor
代表 | Chairman

Mayoral is a family company with history. 
Our grandfather began the manufacturing 
of socks and tights in Malaga almost a 
century ago. Over the course of those 
years, and with the help of his sons, the 
company was progressing to form an 
important role in that industry. In the 
1960’s, with the family’s third generation 
in command, the manufacturing of 
children’s garments began. This continues 
today, under the direction of the fourth 
generation of the Dominguez family.

Nowadays, Mayoral is a group of companies 
that continues to be dedicated to the 
design, manufacturing and distribution of 
children’s clothing and footwear, supplying 
to more than ten thousand customers 
across more than one hundred countries. 
Our products are designed to combine 
quality with fashion and functionality at 
reasonable prices. Mayoral teams up
with our wholesale customers, whom we 
support with image and brand campaigns, 
while thinking about the final consumer 
and trying to adapt the business to the 
current market.

None of this effort would be possible 
without the work of a great executive 
team that manages and directs more than 
a thousand people at different levels and 
with different skills. For this, the company 
does not hesitate to continue to invest in 
constant training.
In addition, our commercial agents 
are experts in the business and build 
trustworthy, long-lasting relationships with 
our customers, as has been done
during the many years that Mayoral has 
been operating.

We are pleased to see our best clients 
prosper, with the thought that we have 
collaborated well with them. We are always 
happy to open new wholesale accounts 
with new customers every day. Do you 
want to be one of them?

より大きな企業になる
のではなく、より良い企
業になること、それが目
標です。より良い企業と
なれば結果として大き
い企業となるでしょう。

“Our objective is not to 
be bigger,  but better. 
The former is a result 
of the latter”.

トップメッセージ
                    President’s Letter
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Mayoralはイベリア半島において子供服ブランドのリーダー的
存在であり、繊維業界での豊富な経験により、国際的なビジネス
モデルとされています。

Mayoral はこれまで80年以上の歴史の中で様々な成長を遂げて
きましたが、同族経営の企業精神は今でも変わっていません。企
業哲学の根幹であるスローガン「Making friends」は、当社が社
会的に活動的な企業として進む道を示しています。設立から長年
立った今も、変わらぬ価値観を柱として強固な基盤とバランスを
維持し、価値の創造に重点をおいた親しみやすいブランドとして
確立しています。

現在当社は子供服のデザイン、製造、マーケティング、販売を行う
企業グループから成り立っています。企業活動は100カ国以上、
国外で販売を行う支社20社をはじめ、250の営業代理人、269の
マヨラルストアと世界中の1万人以上のお客様により支えられて
います。また、21以上の市場でオンラインでの販売を展開してい
ます。

Mayoral is the leading children’s fashion company in the 
Iberian Peninsula, with extensive experience in the textile 
sector that has made it an international benchmark.

Although Mayoral has continued to evolve in its more than 
80-year history, the company’s family spirit is still alive and 
well.  The “Mayoral making friends” slogan has been, and 
remains, a fundamental part of the corporate philosophy, 
marking the journey from a socially active company to a 
friendly brand. Mayoral is guided by values that, despite the 
years since its founding, remain unchanged and function 
as pillars that provide strength and balance.

The corporate group currently comprises of companies 
dedicated to the design, manufacturing, commercialisation 
and distribution of children’s fashion in more
than 100 countries, through a network of 22 commercial 
companies, 250 sales agents, 269 Mayoral stores and 
more than 10,000 clients spread out across the world. 
Additionally, Mayoral sells online in more than 21 countries.

Mayoralのご紹介
      We are Mayoral

2022
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1966
ラファエル•ドミンゲス•デ•ゴルが

社長に就任。 
Rafael Domínguez de Gor 
takes over the general 
management.

2008
新製品ラインである新生児コレ

クション発売。
Launch of the first Mayoral 
Newborn collection, new 
product line.

1996
Mayoral店舗プロジェクトのス

タート: Mayoral第1号直営店オ

ー プン。
The Mayoral stores project 
begins: opening of the first 
own brand point of sale.

2016
50以上の国際子供向けファッシ

ョン見本市に参加 。
Participation in more than 
50 international children’s 
fashion trade fairs.

1973
「ゆったり服」のメーカーからフ
ァッション卸業者となる。 
Mayoral goes from being 
a manufacturer of “loose 
clothing” to a fashion 
distributor.

2011
オーダーの自動仕分けを行うス

マートテクノロジーを駆使した新

ロジスティックス倉庫「Mayoral 

1」完成 。 
The new logistics warehouse 
(Mayoral 1) is opened, 
which is based on intelligent 
technology for the automatic 
storage of order sorting.

1997
国際ファッション見本市「ピッテ

ィ•イマジネ•ビン ボ」(イタリア•フ

ィレンツェ)に初出展。 
First participation in 
international fashion trade 
fairs (Pitti Immagine Bimbo in 
Florence, Italy).

2018
新規の企業アイコンの立ち上げ。
 Launch of new corporate 
identity.

1988
スペイン最大手の子供服メーカ

ーとなる。 
Mayoral becomes the biggest 
manufacturer of children’s 
fashion in Spain.

2002
面積50,000m2の新社屋へ移

転。
 Relocation to new facilities 
spanning 50.000 m2.

2019
新配送センター、「Mayoral 2

」オープン。新プレミアムブラン

ド、Abel＆Lulaの発表。SNS のコ

ミュニティは100万人のフォロワー

を超える。 
New distribution centre 
named Mayoral 2. Launch of 
new premium brand – Abel 
& Lula. Our Social Media 
community surpasses 
one million followers.

1992
国外市場への進出。
 Launch of Mayoral in 
international markets.

2013
スペインとポ ルトガルを対象に

オンラインショップ開始。 
Online store opens in Spain 
and Portugal.

2012
新製品ラインであるシューズを

発売。 
Launch of the footwear 
collection.

2007
3代目社長にマヌエル•ドミンゲ

ス•デ•ラ•マサが就任。
Manuel Domínguez de la 
Maza, third generation of the 
family, takes general direction 
of Mayoral.

2021
創立80周年を迎え、サステナビリ
ティ計画「#ecofriends」の一層
の強化を進める。スペインブラン
ド「Boston and hug & Clau」を
買収 。
Mayoral celebrates its 
80th anniversary and 
strengthens its commitment 
to sustainability with the 
#ecofriends. The company 
acquires the Spanish fashion 
brands Boston and Hug & Clau. 

2022
店舗に新規コンセプトを導
入。Abel & Lulaはサイズ展開を広
げ、ベビーラインを発表。新たな流
通センターの建設を開始 。
Mayoral launches a new store 
concept. Abel & Lula expands 
their sizing and introduced the 
baby line. Construction begins 
on a new logistics centre.  

2022

80年の歴史                            
                  Eight decades of history
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デザインは私たちの基盤
Mayoralはイノベーションを得意としています。当社は
ターゲットの顧客のニーズと趣向に沿って、トレンドを
作り出しています。

質の高い製品と製品管理
会社組織の異なる部門を１つに統合し、生産性の向
上及び高品質の製品の製造に細心の注意を払って活
動を展開しています。例年の業績向上および世界の
市場におけるMayoral製品のよりよいポジションの確
立を達成しています。

自然環境への配慮
会社方針に毎年新しいサステナビリティ方策を導入
するよう努めています。

プロセスにおけるイノベーション
製品のデザインから流通、販売まで、当社のビジネス
のあらゆる面に適用できるイノベーションと技術の導
入に取り組んでいます

卓越したサービス
様々な販売方法を通して、配送センターではサービス
のスピードと効率を最大限に向上させることを目的
として計画、発展しています。

Design as the essence of our activity
We are innovators by vocation; we create trends 
in children’s fashion whilst at the same time 
adapting to the needs and preferences of our 
clients.

Quality in management and quality products
We developed a process based on the complete 
integration of the different areas of the 
company in a way that encourages productivity, 
whilst allowing us to take maximum care over 
the quality of our products. Thanks to this 
process, each year we see improved results 
and our products are better recognised and 
purchased in international markets.

Ecological awareness
Year upon year, we strive to incorporate new 
sustainability policies into our everyday working 
practices.

Innovation in the process
We endeavour to be innovative and use applied 
technologies in all facets of our business, from 
design through to distribution and sales

Excellence in service
In our distribution centres, planning and 
development are orientated to allow maximum 
speed and efficiency in service through our 
different sales channels.

事業コンセプト
                    The pillars of the company

2022
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データ
          Mayoral in numbers

営業担当数 
sales agents

グループ従業員数
employees
in te group

販売拠点数（国内・国
外合計）

points of sale
in the world

直営店・FC店数 
own stores and

franchises

販売実績のある国の数
countries with 

commercial presence

支社数
branch offices

販売額 3.25億ユーロ 
million turnover

327
年間新規製作モデル

 styles designed 
per year

3.000
販売枚数3千万枚 
million items sold

30

1.700 20 250

10.000 269 100

2022
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サステナビリティとCSR活動
          Sustainability and CSR

Mayoralは「＃エコフレンド」プロジェクトを 導入し、環境改
善に繋がる活動やイニシアチブを取りながら、サステイナブ
ルな社会育成への固い決意を持っています。地球環境へのプ
ラスの変化を促進し、負のインパクトを軽減するため、チーム
が一丸となり、新規のサステイナブル方針の導入を続けるこ
とを基本理念としています

「＃エコフレンド」は当社の環境関連の活動計画を取りまと
めたものであり、当社の全ての係る業務、製品に適用してい
ます。

当社の行動哲学を集約し、本プロジェクトの目的をより強化
するため、「大好きな地球のために！」というスローガンを打
ち立てまし た。プロジェクトの目的は、企業としての社会責任
とサステナビリティを喚起し、地球環境に対してより責任ある
行動をとるための方向性を示唆するものです。当社は会社と
しての責任を果たすのみでなく、他の模範となるべく邁進し
ていきます。

Mayoral strengthens its commitment to 
sustainability with the #ecofriends project, through 
actions and initiatives to benefit the environment. 
The involvement of the whole team and the firm will 
continue to incorporate new sustainable policies are 
determining factors, the purpose of which is to drive 
positive change and reduce the environmental footprint.

#ecofriends encompasses a whole declaration of intent 
and applies to any environmentally responsible action or 
product.

The slogan Loving the planet! Reflects the philosophy 
of the commitment and reinforces the objective of 
this transversal project, in which corporate social 
responsibility and sustainability guide each of the actions 
towards a more respectful future for the planet.Mayoral 
wants to be more than a committed company; it wants 
to develop an educational function.

「#エコフレンド」プロジェクトは、当社の地球環境への配慮を表明するもので
す。地球環境を守るという喫緊の課題に取り組むため、サステナブルな方策の
イノベーション、開発、導入を実施します
The #ecofriends project gives voice to our commitment to the planet and the urgent need to 
care for it through innovation, development and the incorporation of sustainable measures in 
the company.

2022
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短期目標の中でも特筆すべきは、コレクションにサステイナブ
ルな材料を段階的に取り入れたこと、ラベルや梱包に使用す
るプラスチックを削減したこと、直営店や加盟店において100
％再生紙の袋の利用（年間5百万枚以上）、ごみの削減、そし
て直営店をエコ効率が高い店舗運営の見本として導入し始
めたことです。

地球環境に優しい未来を築くためにMayoralが行っているサ
ステナビリティ活動の宣伝のため、2021年末、スペインとポル
トガルでテレビ広報を開始しました。デジタル配信や店舗で
の宣伝など横断的な配信キャンペーンを行い、活動の一部と
してお客様にはオーガニックコットンの再利用可能なバッグ
を配布しています。

2022年、Mayoralは繊維、靴、アパレル産業のサステナブルな
生産のための国際的な連合であるサステナブルアパレル連
合(SAC)に加盟しました。同連合により定められたHIGGインデ
ックスを使用して、企業と製品の社会的、環境的なサステナビ
リティ度を計測、評価し、バリューチェーンにおける各工程の
継続的改善への道筋を描いています。

Among its immediate goals is the gradual incorporation of 
sustainable materials into its collections, the reduction of 
plastic in labelling and packaging, the use of 100% recycled 
paper bags in the chain of shops and multi-brand partner 
channel (over 5 million per year), the decrease of waste 
and the adaptation of its own chain of shops to an eco-
efficient model.

At the end of 2021, Mayoral launches a television 
advertisement in Spain and Portugal, focusing on its 
commitment to sustainability and a more environmentally 
friendly future to the planet. A transverse communication 
campaign present in digital media and in shops, where 
reusable organic cotton bags are given to customers, 
complements the action. 

In 2022 Mayoral joins the Sustainable Apparel Coalition 
(SAC), the international alliance for sustainable production 
in the textile, footwear and apparel industry. The Higg Index 
tool, developed by SAC, helps to calculate and rate the 
social and environmental sustainability of the company and 
its products in order to draw the roadmap for continuous 
improvement in each process of its value chain.

当社の大きな目標は、2025年
までにサステナブル由来の生
地をコレクションの50％に使
用することです

Our most ambitious aim is to have 
50% of the collections contain fabrics 
of sustainable origin by 2025. 

2022年以降当社の歩みを決
める際には、サステナビリティ
と会社の社会責任の２つは欠
かせない判断項目となります

In 2022, sustainability and 

corporate social responsibility 
become transversal elements 
present in each of our steps.

2022
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当社はサプライチェーンの中の資源の原産地と活用について
評価を行い、使用する全ての資材が環境に配慮した原料である
よう努めています。さらには、商品の全ては安全と健康に関す
る厳密な基準に適合するものとなっています。

当社はより責任のあるファッションの未来に向けて、早めの一
歩を踏み出しています。エシカルな原料として認定された生地
をコレクション毎に新規に取り入れ、シーズンごとにその使用
割合を増やしています。

オーガニックコットン
オーガニックコットンは農薬、殺虫剤、化学肥料を不
使用で栽培し、土壌のエコシステムを守っています。
製造及び紡糸の過程においても有毒な物質は使用
せず、繊細な皮の部分が毒性のある物質に晒されな
いようにしています。

エシカルなコットン
化学物質の使用制限や水やエネルギーの節約によ
り、エシカルなコットンは環境への悪影響を減らし、
コットンの生産地の環境や経済開発を向上させて
います。

ヨーロッパリネン 
人工的な撒水を行わず、遺伝子操作された種子は使
用していません。栽培中は肥料の使用は少なく落葉
もないため、土壌と水資源の保全に繋がっています。

サステナブルレザー
エコな技術と原料で加工された革です。

Mayoral assesses the sourcing and management of 
supply chain resources, with the aim that all materials 
are obtained from sources that are committed to the 
environment. In addition, all its products are subject to 
stringent health and safety standards.

The company takes a step forward towards a more 
responsible fashion future by incorporating, collection after 
collection, new certified fabrics of sustainable origin, the 
percentage of which increases every season:

Organic cotton
It is cultivated without pesticides, insecticides or 
chemical fertilizers, preserving the ecosystem of 
the land. During its production and spinning, toxic 
substances are not used, which prevents sensitive 
skin from being exposed to them.

Sustainable cotton
Sustainable cultivation reduces environmental 
impact by restricting the use of chemicals and 
saving water and energy, improving the livelihood 
and economic development of cotton-producing 
regions.

European Linen
Obtained without artificial irrigation and without 
genetically modified seeds, its cultivation reduces 
the use of fertilisers and avoids defoliants, 
favouring the care of the soil and fresh water 
resources.

Sustainable tanned leather
Leather treated using eco-responsible products 
and practices.  

リサイクル繊維

リサイクルコットンは綿の繊維と廃棄布から出来て
いるため、綿の栽培や二酸化炭素の発生、水の使用
への影響を削減しています

リサイクルポリエステルは、ポリエステルやPETなど
の再生素材からできています。通常のポリエステル繊
維と同じ性質を持ちながらも、生産時の環境への負
荷は少ないのが特徴です。

リサイクルゴムはゴムの残留物を原料としています。
靴底など、様々な活用方法があります。

サステナブルな付属品
自然由来の物質を含む、衣服の縫製に使用されたボ
タンや装飾品などの付属品のこと。リサイクル、または
サステナブルな方法で作られています

Recycled Fibres

Recycled cotton consists of cotton fibres and 
waste fabrics, thus reducing the impact of cotton 
cultivation, CO2 emissions and water consumption.

Recycled polyester is obtained from recycled 
materials, such as polyester fabrics and PET waste. 
It has the same technical characteristics as other 
polyester fibres and the environmental impact of 
its production is lower.

Recycled rubber obtained from rubber waste with 
multiple applications, such as shoe soles.

Fornitura Sostenible
Buttons, trimmings and other elements used in 
the making of garments that contain materials of 
natural origin, have been recycled or have been 
manufactured in a sustainable way.

製品 | Product

2022年にはサステナブルレザーやサステナブルな付属品を始めとした環境に配慮した
素材が加わります
In 2022, tanned leather and sustainable trimmings among other eco-friendly materials 
will be incorporated. 

Repreve® 
本繊維はリサイクルのペットボトルから出来たポ
リエステル繊維です。生産の過程にて、ごみとし
て排出されるプラスチックごみの量を減らし、海
洋汚染も減らすことが出来ます。

テンセル™モダール繊維 
テンセル™リヨセル繊維やモダール繊維のセル
ロース繊維はサステナブルな自然の原料を使用
し、環境に責任のある工程で作られています。こ
れら繊維は自然のサイクルに組み込まれ、環境
のバランスを保つのに役立っています。

EcoVero™
本繊維はリサイクル可能な木材とサステイナブ
ルなセルロース繊維から出来ており、EU連合の
エコロジーラベルの認証を受けています。ライ
フサイクルにおける環境インパクトが少なく、一
般的なビスコースと比較しても50％以上少ない
です。

Repreve® 
Manufacturing this polyester fibre from 
recycled plastic bottles reduces the volume of 
plastic waste in landfills and the pollution of 
seas and oceans.

Tencel™ Lyocell  
Lyocell and Modal Tencel™ cellulosic fibres are 
produced using environmentally responsible 
processes from sustainably sourced natural 
raw materials. These fibres help maintain 
environmental balance by integrating into the 
cycle of nature.

EcoVero™
This fibre, obtained from sustainable renewable 
sources of wood and cellulose, is certified with 
the EU eco-label for its low environmental 
impact during its life cycle, 50% less than 
generic viscose.

やるべきことはまだまだあります。今か
ら環境への負荷を削減する方策を導
入することを始めています

We know that there is still a long way to go, 

so we have already begun to develop 

new strategies to help reverse our impact 

on the environment. 

2022



20 21

生産工程で発生する二酸化炭素の大気排出量を最小限に抑え
るため、生産、ロジスティックス、製品のライフサイクルに係る３つ
の主な項目からなる行動計画を策定しています。  

1. プラスチック利用の削減
年間で3200万セットの衣服のラベル、180万個のアイテムの
梱包におけるプラスチックの不使用を達成しました。また、包
装に使用するビニール袋3000万枚のうち、60～70%にリサイ
クルプラスチックを使用しています。 

2. サステイナブルな素材の取り入れ
当社は店舗で使用するバッグ、ギフトの包装、送付用の箱に
再生紙を使用しています。靴箱だけでも年間60万セットをよ
りエコな方法で生産しています。3200万着のアイテムに再生
ポリエステルの縫付タグを使用し、下げ札にはFSCの認定を
受けた再生紙を使用しています。カタログも同様にFSC認定
の再生紙を使用し、資源を責任ある形で伐採したことを保証
しています。販売拠点で使用するポスターやその他の書類に
ついても100％エコでリサイクル可能な紙とインクを使用し
ています。

3. 資源の最大活用
紙とカートンの消費を削減する活動の中でも、デザインラベ
ルと価格のラベルを１つにし、年間3000万枚のラベルの削
減を達成したことは大きな成果です。商品の配送において
は、スペース効率を上げてカートン内の空きスペースをなく
し、45万箱を再利用しています。2022年には、森林伐採と環
境へのインパクト軽減のため、Eチケットの利用促進を開始
いたします。

よりサステナブルで環境に配慮した製品モデルを作り出すことの重要性を認識し、企業
活動に直結したSDGs（持続可能な開発目標）を実践していきます

梱包とラベル | Packaging and labelling

Aware of the importance of moving towards a model of and more responsible production, 

ODSs have been identified that are directly linked to business actions with the firm will to 
act on them.

In order to minimise carbon emissions into the 
environment in all processes, Mayoral has drawn up an 
action programme based on three aspects that affect 
production, logistics and even the life cycle of the product:

1. Reduction of plastics
The company has managed to make the labelling of 
32 million sets of garments and the packaging of 1.8 
million items per year plastic-free. In addition, 30 million 
protective bags are now made from 60%-70% recycled 
plastic.

 
2. Incorporation of sustainable consumables
Mayoral has opted for recycled paper for shop bags, 
gift envelopes and different types of shipping boxes. 
In shoeboxes alone, 600,000 units per year will be 
produced in an ecological way. The composition labels of 
32 million articles are already made of recycled polyester 
and, in the external labelling; recycled and/or FSC-
certified paper has been used, as well as in catalogues, 

also made of FSC paper, which guarantees a responsible 
exploitation of resources. The posters at the points of 
sale and other official documents are produced with 
100% ecological and recyclable paper and ink.

3. Resource optimisation
Among the actions to reduce paper and cardboard 
consumption is the unification of brand and price 
labels into a single label, which means a reduction of 30 
million units per year. Likewise, in the distribution of its 
garments, 450,000 boxes have been reused and the use 
of these boxes has been maximised by avoiding empty 
spaces. Mayoral is also starting to promote electronic 
ticketing in 2022, a commitment against deforestation 
and ecological footprint. 
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当社のウェブサイトやSNSのプロフィールにサステイナブルな「#
エコフレンド」プロジェクトを掲載して、お客様に地球環境への
配慮と保全の重要性を伝え、実際にプロジェクトへ参画頂き、責
任ある実践的な行動を促します。

「服を大事に、地球を大事に」のコンセプトのもと、衣類の寿命
を延ばし、環境保全に役立つような、日々の習慣に取り入れやす
い小さな行動を提案しています。

当社の成功の秘訣の一つに、様々なお客様との対話による良
好なコミュニケーションがあります。ブランドイメージと広告キ
ャンペーンは、子供たちに対する敬意をベースとして創造的な
話し合いの場となるよう作られています。Mayoralの価値観の伝
達、また、16歳以下の子供たち同士の友情の促進を目的として
います。

 

The company communicates to its clients the importance 
of respecting and protecting the planet through the 
sustainable project #ecofriends, from its website and 
from its profiles in social networks, encouraging them to 
participate and promote responsible practices. 

Under the title Take care of your clothes, take care of 
the planet, it proposes small actions that are easy to 
incorporate into the routine that help to increase the life 
cycle of the garments and to care for the environment.

Communication has always been one of the company’s main 
pillars, since Mayoral’s success is linked to its different audiences 
and the dialogue we are able to generate with them. The brand 
and respective publicity campaigns build a creative discussion, 
which is always focused on respecting childhood. The aim is 
to transmit Mayoral’s values and to promote friendly attitudes 
among children under 16 years of age.

お客様 | Clients

Mayoralはサプライヤーや製造業者、その他の協力会社に対して
会社の行動規範の遵守を求めており、適用する規準に準拠した
安全基準が守られていることを保証します。また、サプライヤーの
多くがエコロジー認証のOEKO-TEX®を取得しており、人体に害
がなく、環境に配慮した繊維製品であることを保証しています。

現在Mayoralではサプライチェーンにおけるサステナビリティの継
続的改善のための監査計画を実施しており、社会的、環境的、化
学物質の使用の観点からパラメーターの確認を行っています。特
筆すべきは、世界中の労働者の権利を尊重する「倫理的貿易イニ
シアチブ」(Ethical Trading Initiative)などの企業グループへ加盟
したこと、海運企業マースクの実践するバイオ燃料を使ったエコ
デリバリーを利用して、2022年からMayoralの海上輸送によって発
生する炭素が中和されることです。これら活動は炭素発生による
影響の低減に繋がる一歩となります。

Mayoral requires suppliers, manufacturers and other 
collaborating entities to comply with the company’s Code 
of Conduct and guarantees compliance with the safety 
standards established by the applicable regulations. 
Likewise, most of its suppliers have the OEKO-TEX® ecological 
certification, which guarantees that the textile products are 
harmless to health and respectful to the environment. 

Mayoral is currently carrying out a plan of continuous 
improvement audits of sustainability in the supply chain in 
which parameters are reviewed from a social, environmental 
and chemical management point of view. It is worth 
highlighting the association of the business group with 
organisations such as Ethical Trading Initiative, which seeks 
respect for workers’ rights around the world, or the ECO 
delivery service of the Maersk shipping company, whose biofuel 
ships will neutralise the emissions derived from Mayoral’s 
maritime imports from 2022; a step forward in the reduction 
of the carbon footprint. 

サプライヤー | Suppliers

 配送センター「Mayoral2」は建屋全体の照明にLED照明のみを
使用しています。また、太陽光パネルを設置し、30％を自家発電
しています

The Mayoral 2 distribution centre uses only LED lighting 
throughout the building, and through the installation of 
solar panels achieves up to 30% of autonomous energy 
consumption. 

企業 | Company

衣服の再利用 | Clothing with a second life
Mayoralは直営店舗に使用済み衣服の回収箱を設置して、衣服の
ライフサイクルを終了しています。2021年に開始した本活動によっ
て回収した衣服は、社会的に危機的状況にある人々の救済を目的
とした非営利団体や社会プロジェクトに寄付しています。寄付した
衣服はサステナブルな素材に分解され、またはその他人々の助け
となる製品に変換されて、衣服のリサイクル、リユーズに貢献し て
います。

Mayoral wants to complete the life cycle of the clothing by 
installing collection points in their shops. With this initiative, 
which begins in 2021, the company wishes to contribute to 
recycling and reuse by donating the items collected to 
non-profit organisations and social projects that employ 
people at risk of social exclusion, who process and transform 
the garments into sustainable raw materials or other 
products for solidarity purposes.

当社では、安全で安定した職場環境の構築に努め、従業員の忠
誠心の促進を図り、入社初日から従業員に当社の文化と価値観
を浸透させるよう努めています。

また、従業員に正当で安定した質の高い雇用を提供し、機会均
等・男女平等・および出身地と文化の多様性の擁護を促進して
います。従業員の職務や専門性について希望に沿ったキャリア
を構築できるよう研修を実施しています。内部昇進を活用し、内
部の人材が幹部の重要なポジションに着くことが出来るよう配
慮しています。また、当社の社会統合方針には、障害を持つ人材
の雇用についても明確に定められています。 

At Mayoral, we strive to create a safe, stable working 
environment that encourages employee loyalty. This culture 
is instilled from day one, along with our organisation’s 
values.

From the company, there is a commitment to provide 
employees with decent, stable and quality employment, 
ensuring the defence and promotion of equal opportunities, 
gender equality, reconciliation, and diversity of origin and 
culture. Mayoral promotes the training of its employees by 
offering them opportunities to build a career in line with 
their work and professional expectations, thus encouraging 
internal promotion so that a significant proportion of executive 
positions are filled by in-house talent. Equally, as part of the 
company’s social inclusion policy, there is a firm commitment 
to hiring people with disabilities. 

従業員 | Employees

Mayoralは社会に対して積極的に活動し、地域の非営利団体の
一連のプログラムを通じてコミットメントし続けています。

当社は衣料品の寄付を通じて多くのNGOと協力し、コミュニティ
ーの社会福祉に貢献しています。

また、アンダルシア市場の代表的な企業として、地域や県レベル
で重要な複数の協会に所属しています。最近数十年に行われた
コミットメントの中でも、ラファエル・ドミンゲス・デ・ゴルとサンテ
ルモ国際研究所との密接な関係構築は特筆すべき活動です。研
究所の後援者としてドミンゲスはマラガの本部の設置に重要な
役割を果たしています。

さらには、Mayoralの社長は、芸術および文化を促進するマラガ
財団の代表者でもあります。

Mayoral is a socially active company that maintains 
its commitment through a complete programme of 
participation with non-profit organisations in its community.

The company collaborates with numerous NGO’s through 
the donation of items, always under a non-profit agreement. 
Mayoral also contributes to the social well-being of the 
community.
As a company that represents the Andalusian market, it is 
involved in some of the most important associations at both 
regional and provincial levels. Among the commitments 
made in recent decades, Rafael Domínguez de Gor’s close 
relationship with the San Telmo International Institute stands 
out, of which he is the employer, highlighting his role in the 
settlement of the Malaga headquarters.
For his part, the Mayoral president is also a key figure in the 
Malaga Foundation, which promotes art and culture in society. 

 社会 | Society
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Mayoralは 0～16歳までの子供服を提供しています。ファッショ
ン性・価格・品質・製造時間の全てが最適でバランスの取れたデ
ザインとなるよう努めています。すべての製品はマラガにある本
社でデザインし、100人を超えるデザイナーのチームが、シーズ
ンごとに新しい衣類、靴、アクセサリーを開発しています。トータ
ルコーディネートや、スタイルが異なるデザインラインナップか
らなる各種コレクションの提供により、お客様に選ばれる製品と
なっています。

Mayoralのコレクションは、長年に亘り進化してきました。新たに
加わったコレクションに、シューズ、Mayoral新生児、また最近リ
リースされたプレミアムブランドAbel＆Lulaがあります。

年に２回、流行に合わせて明るく、快適、実用的なコレクションを
展開しています。Mayoralは、より幅広いお客様に受け入れられ
るよう、トレンドに合った用途の広い衣服を提供しています。

社内には、衣服の安全性を管理する部門があり、デザインを形に
す る際には子供たちの安全を最優先に考えています。

We design fashion aimed at boys and girls aged 0-16 years. 
We always strive for balanced designs, aimed at achieving 
the best mix of fashion, price, quality and manufacturing 
period. All products are designed and developed at our 
headquarters in Malaga. It is here where a team of more
than 100 designers work each season to create new 
clothing, footwear and accessories that form structured 
collections. These collections are organised into complete 
looks and families by styles, which assists and improves 
sales.

Our new product lines have been evolving throughout the 
years with the incorporation of footwear, new brands like 
Mayoral Newborn or the premium brand, Abel & Lula.

Each year, we release two comfortable and functional 
collections focused towards commercial fashion. These 
collections follow trends and are versatile, allowing us to 
reach and appeal to a wide audience.

When creating our designs, children’s safety is an absolute 
priority. At Mayoral, a specific department ensures that this is 
guaranteed.

コレクション
             The collections
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Baby
       6 - 36 か月 | months
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Mini
       2 - 9 才 | years
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Junior
             8 - 16 才 | years
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新生児向けのコレクションでは、生まれて数ヶ月の赤ちゃんに寄
り添うよう、最新のトレンド、柔らかさ、快適さ、品質のバランスが
取れた衣類を提供しています。

衣類だけでなく靴の種類もシーズンごとに増やしています。新モ
デルでは特に赤ちゃんにとっての快適さを追求しています。

Our collections dedicated to newborn babies aim for 
balance between the most current trends and the comfort, 
tenderness and quality that are essential for a baby in their 
first few months.

The variety of items increases each season with new models 
and styles that are especially designed to be comfortable for 
the baby to wear or use.

Newborn
            0 - 18 か月 | months
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新生児用コレクションはマザーズバッグ、オムツ替えシート、ブラン
ケット、ショール、ガーゼ、スタイなど、様々な赤ちゃん用の製品を
提供しています。

Numerous baby accessories and gifts complement the Mayoral 
Newborn collection, such as: bags, changing mats, blankets, 
shawls, muslin cloths and bibs.

ベビー用品とギフト
            Newborn accessories and gifts
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2012年に開始したシューズコレクションの展開により、トータルコ
ーディネートをご提供出来るようになりました。スタイルと快適さを
重視し、スポーツ、カジュアル、イベントなどの幅広い場面に適した
モデルを展開しています

天然素材と革のインソールを材料に使用し、快適な靴をご提供して
います。特に「ファーストステップ・最初の一歩」のコレクションでは、
小さなお子様の保護に細心の注意を払っています。

安全性を重視し、靴のカット、インソール、裏地にはクロムフリーの
革を使用しています。また、当社の全ての靴の装飾品は引っ張りに
強く、化学薬品は不使用、靴底は滑り止めでトレッドを強化していま
す。 快適さを確保するため、一部のモデルには熱成形のインソール
を使用してクッション性を高めており、また、つま先とかかとを強化
して足の保護と共に靴の耐久性を向上させています。

Since 2012, Mayoral has been developing its own footwear 
collections, with the objective of offering the most complete 
looks possible. The different designs encompass all styles - 
sporty, casual and formal – in comfortable and stylish ways.

When manufactured, the shoes are made with natural 
materials and leather insoles to provide maximum comfort. 
We also take special care over safety and protecting children’s 
feet, especially in the My First Steps collection.

For the importance we give to safety, the leather used in 
our footwear manufacturing process offers good fit, inner 
linings and chrome-free insoles. Across all of our shoes, the 
decorative elements are resistant and chemical-free, whilst 
we offer anti-slip soles for a more secured step. With the 
objective of guaranteeing comfort, some of our models 
incorporate thermo-comfort insoles for better cushioning. 
Additionally, the toecaps and heels are reinforced, meaning 
that as well as protecting the foot, the shoe becomes more 
resistant and durable.

ファッション性と快適さを重視するデザイン 
Designs that strive for fashion and comfort.

シューズ
          Footwear · サイズ | Sizes 18 - 40
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繊維産業のような活発な業界では、ビジネス成功の大半はチームの才能にかかっていま
す。Mayoralでは、グループ1,500人の従業員一人一人が会社の成長に不可欠であるこ
とを認識しています。

Mayoralに浸透している精神から従業員はインスピレーションを受けています。従業員は
クリエイティブ且つイノベーターであることを求め、互いに協力する精神を醸成し、継続
的に学習する文化を実践しています。

研修、内部昇進や潜在能力の高い専門家の投入は、当社のDNAに組み込まれています。

In such a dynamic sector like the textile industry, a big part of corporate success 
depends on the talent of our teams. At Mayoral, we are aware that each and every 
one of the 1,500 group employees are fundamental in contributing towards the 
company’s growth.

The spirit that surrounds Mayoral inspires employees to be creative and innovative, 
to strive for excellence, to practise a collaborative spirit and to constantly look to 
learn more.

Training, internal promotions and the incorporation of professionals with great 
potential is in the company’s DNA.

Mayoralグループ従業員
1500人の一人一人が当
社の成長の基盤です

Each and every one of the 
1,500 group employees are 
fundamental in contributing
towards the company’s 
growth.

チーム
        The team

スペイン国内従業員数
employees in Spain

1.380
国外支社従業員数

 employees in branch offices

325
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当社の設立以来、生産・流通プロセスを市場の
将来の需要に適応したものとするため、最新
技術を物流センターと配送センターに組み込
むことに努力を重ねてきました。

2011年に自動オーダー倉庫である「Mayoral 1
号」が誕生しました。インテリジェントストレー
ジの高度な技術を取り入れたことにより、完成
後から当社の生産能力は2倍になりました。

2019年に新しい配送センター「Mayoral 2号」の
稼働が開始し、処理能力、効率がさらに向上し
ました。現在では、この新センターの革新的な技
術で物流センター「Mayoral 1 号」の能力を補完
しています。

3年間の建設期間と5,000万ユーロ以上の投資
により、プリーツスカートを連想させる革新的
な設計の新センターが完成しました。配送シス
テムに多くのメリットをもたらすオーバーヘッド
コンベヤーの実装が特筆すべき点です。

1. 効率と速度：ハンガー吊りの衣服と折り畳ま
れた衣服の移送ラインを一つにしたため、あら
ゆる注文を一度に準備できます。
2. 柔軟なシステム：小規模および大規模なオ
ーダーに同じように適していま
3. 在庫の集中化：二つのセンターは近いため、
商品を一方のセンターから他方のセンターへ
簡単に転送できます。

以前の配送システムでは年に3,000万枚の衣
類の配送が可能でしたが、新センターの完成
により、5,000万枚の処理が可能になりまし
た。2022年に建設開始、2024年に完成予定の
新規センターは19,000平米の広さを誇り、同セ
ンターの操業開始に伴い配送能力の拡大が見
込まれています。

Since the origins of the company, a 
constant objective has been to adjust our 
processes to future market demand. This 
involves innovating and including latest 
generation technology into our logistics 
and distribution centres.

Opened in 2011, our automatic order-picking 
warehouse, Mayoral 1, has doubled the 
company’s capacity thanks to the use of 
advanced technology for intelligent storage.

In 2019, Mayoral 2 began operating – this is a 
new distribution centre with a large capacity 
and high efficiency whose revolutionary 
technology complements the capacity in the 
Mayoral 1 logistics centre.

With an architecturally innovative design, 
which resembles the pleats of a skirt, the 
new centre has required three years of effort 
and an investment of more than €50 million. 
Its main value is the implementation of an 
aerial transport technology – overhead 
conveyor – that produces great advantages 
to the distribution system.

1. Efficiency and speed of having a unique 
route for hanging and folded garments, 
allowing any order to be prepared at once.
2. Flexibility of the system, equally for small 
or large orders.
3. Stock centralisation, thanks to the 
proximity of both centres and the ease of 
transporting merchandise from one centre 
to the other.

While the previous system allowed for the 
distribution of 30 million garments per 
year, the new centre will reach allow us to 
reach 50 million. This figure will be increased 
thanks to another new 19,000 square metre 
distribution centre to be built in 2022, which 
will be operational in 2024.

新倉庫「Mayoal2
号」の完成により、
年間に5,000万枚
の衣類の配送が
達成できます

With Mayoral 2, we will 
be able to distribute
50 million items 
annually.

施設      W         
        Facilities

Mayoral 1

Almacén automático
 Automatic warehouse5.700 m2

Oficinas Centrales
 Automatic warehouse50.000 m2

Centro de distribución 
Central offices27.000 m2

Mayoral 2
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1997年に初めてのMayoral直営店がオープンし
てから小売りの世界と実店舗の概念は一転しま
した。今日、269店舗あるMayoralショップはブラ
ンドを代表するアンバサダーであり、当社と消費
者との出会いと対話の場であり、思い出に残る体
験ができる場所としてデザインされています。

Mayoralショップの１つ１つが当社の精神とブラ
ンドのアイデンティティを表現しています。お客様
が素晴らしい購買体験が出来るよう、個々に合わ
せた対応、細部への配慮、コレクション毎に整然
と配置した商品、居心地がよく快適な環境を提供
し、お客様が五感を使ってファッションを感じ、楽
しむことができるような空間としています。

広範囲に亘るMayoral直営店、FC店の売上は重
要な位置を占め、子供服を通じて５つの大陸の消
費者と繋がっています。

Since the first Mayoral shop opened 
its doors in 1997, the world of retail has 
changed completely, and the concept of the 
physical shop, too. Today, the 269 shops are 
true ambassadors of the brand, spaces for 
meeting and dialogue between Mayoral and 
its customers, where everything is designed 
to generate experiences that will remain in 
the memory.

Each of the shops is the expression of 
the spirit and identity of the brand, the 
space where customers enjoy a unique 
shopping experience, through personalised 
attention, attention to detail, the orderly and 
coordinated layout of the collection and a 
welcoming and pleasant atmosphere that 
invites the consumer to live fashion with all 
five senses

We have an extensive network of our own 
stores and franchises with an important 
sales volume that allows us to interact 
with children’s fashion consumers across 5 
continents.

ショップ             
           Stores

100各国以上の複合ブラン
ド取扱い顧客数

multibrand clientes

in more than 100 

countries.

10.000
直営店数

own stores

233
フランチャイズ（FC）

店舗数
franchises

36

店舗はMayoralのコレクション、哲学とお客様の距離を近づける場
所であり、唯一の購買体験を提供します
The shops bring Mayoral’s collections and philosophy closer to the customer 
and offer a unique shopping experience.
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当社ブランドのインスピレーションと哲学を表現するため、暖かい
照明とニュートラルなトーンのインテリアを額縁に見立てて、お客
様に数々のコレクションを紹介しています。また、家具や陳列棚の
配置を工夫して開けたスペースを確保して、広がりのある店舗の
見栄えに仕立てています。当社では各シーズンでビジネスソリュ
ーションや販促ツールを使用してブランドのコンセプトやトレンド
を表現しています。

2022年、Mayoralはさらに一歩進んだ新しいコンセプトの店舗を
展開します。売り場としての店舗がリアルで、自然で、サステナブ
ルで、汎用性があるテクノロジーの場となります。

新しい店舗ではサステナビリティ、インテリアの温かみ、フレッシ
ュな環境、明るい照明が特徴です。

本プロジェクトはエコデザインと循環経済の原則に基づいて実
施しており、再利用資材や管理された原産地の資材、エコロジー
認定を受けた資材から作られた内装や什器を使用しています。

Warm lighting and furniture in neutral tones act as a 
framework to present the different collections to the 
customer, inspiring him and bringing him closer to the 
philosophy of brand. Likewise, the layout of the furniture 
and displays builds open spaces that encourage visits to the 
establishments. Mayoral shows its fashion concept and trends 
for each season through commercial and attractive solutions.

In 2022, Mayoral will go a step further and present a new shop 
concept, where the point of sale becomes a modern, natural, 
sustainable, versatile and technological space.  

The new shops stand out for their sustainability, the warmth 
of the materials, the freshness of their ambience, and the 
brightness of the lighting. 

The project is based on the precepts of eco-design and 
the circular economy, and features elements and furniture 
made from recycled or controlled origin materials, as well as 
ecological certifications. 

購買体験と店舗の新規コンセプト | Experience and new store concept サステナビリティ | Sustainability

環境への負荷を減らし、環境に配慮する当社の取り組みは店舗
にも組み込まれています。紙袋やギフトカードには、自然環境に
配慮して伐採された植樹が原料であることを証明するFSC認定
を受けた100％再生紙を使用しています。

ショーウィンドーや陳列棚の飾りつけには再生可能資材または
再生資材を使用し、家具には、サステイナブルな森林で伐採され
たことを証明するPEFC認定を受けた木製の家具を配置してい
ます。

当社は、よりサステイナブルな店舗となるよう変革のスピードを
高めています。例としてLED照明のみを使用する計画を進めてお
り、現在75％の店舗で導入が完了しています。

Mayoral’s commitment to the environment and the need 
to reverse its impact on it is reflected in its shops. All bags 
and gift cards are made from 100% recycled paper with FSC 
certification, from plantations that guarantee environmentally 
responsible exploitation.

Recyclable and recycled materials are used to decorate the 
shop windows and displays, as well as PEFC-certified wooden 
furniture, a guarantee of sustainable forest management.

The company continues to accelerate the transformation of 
its shops towards a more sustainable model by opting for 
exclusive LED lighting, currently available in 75% of its points of 
sale. 
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オンライン活動             T                 
        Digital presence

一層のテクノロジー化が進む社会環境にあわせ
て、Mayoralの競争力のある利点を提供出来るよ
う、社内のあらゆる部門のデジタル化を進めていま
す。各プロセスや活動のデジタル化により、お客様
によりよい購買体験を提供し、デジタル世代の新し
い顧客の獲得が見込んでいます。

2013年にオンライン販売のベースを作り上げてか
ら、世界におけるMayoralのプレゼンスは指数上で
も年々高まり続けています。今日ではヨーロッパや
アメリカ大陸の21の市場でオンライン販売を実施
しています。

世界的なファッションのオンライン消費の高まりに
より、デジタル開発が進みECの強化と繋がりまし
た。

2022年には新しいオンラインのプラットフォームを
開始します。新しいベースでは、最新で柔軟性のあ
るインターフェースを使用して、各国に応じたアドホ
ックなコミュニケーションと、個々の利用者にカス
タマイズされた特別な顧客体験を提供します。

ソーシャルメディアはオンライン活動の柱の一つで
す。ソーシャルネットワークはブランドとユーザーを
つなげ、もっと身近で個人的に対話できる場となっ
ています。フェイスブック、インスタグラム、ユーチュ
ーブ、ピンタレストなどのアカウントにより、当社は
日々160万人を超える世界中のユーザーと関わり
あっています。

よりよいコミュニケーションの成立とフォロワーと
の調和のため、各ソーシャルネットワークに掲載す
るコンテンツの多様化、アドホックな視覚材料の掲
載に努めています。また、これらの活動によりお客
様はマヨラルの価値観と繋がる感覚を持ち、ブラン
ドに対する愛着心が高まる要因となっています。

様々なマーケティング活動を実施し、デジタル媒体
においても当社のプレゼンスをより強固なものと
しています。特には、世界展開でインフルエンサー
を起用したキャンペーンを実施したことです。同キ
ャンペーンによりブランドの顧客幅を広げ、昨年は
2000万人のユーザーの購買行動に影響を与えま
した。

Mayoral is promoting digitalisation in all its 
corporate areas with the aim of offering a 
competitive advantage in an increasingly 
technological environment.  The digitisation 
of processes and activities translates to an 
improved shopping experience that also attracts 
new customers, those immersed in the online 
world. 

Since the launch of the online platform in 2013, 
Mayoral’s presence in the world continues to 
grow exponentially year after year: Today it 
operates in a total of 21 markets in Europe and 
America. 

The rise of online fashion consumption in today’s 
international fashion scene has accelerated 
digital development and strengthened 
ecommerce. 

In 2022, a new online platform will be launched 
that will allow ad hoc communication and 
offer an exceptional customer experience, 
personalised to each individual user through a 
modern and flexible interface. 

Social Media is another pillar of the digital 
strategy. Social networks act as a link between 
the brand and users, creating a close and 
personalised dialogue. Through its profiles on 
Facebook, Instagram, Youtube and Pinterest, 
the company interacts daily with more than 1.6 
million followers worldwide. 

The diversification of content on each social 
network and the creation of ad hoc audiovisual 
material are key to successful communication 
in tune with followers.  These actions, in turn, 
are decisive in increasing engagement: the 
community feels connect and committed to 
Mayoral’s values.

Various marketing projects reinforce the 
presence of the business group in the digital 
environment. The international influencer 
campaigns stand out from the rest, as they help 
to amplify the reach of the brand and influence 
the consumption habits of the audience. Last 
years figures showed that they reached over 20 
million people.  

Mayoralのフォ
ロワーは160万
人を超えました

Mayoral 
surpasses 1.6 
million followers 
on social 
networks. 

2022
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世界のMayoral
              Mayoral around the world

2022

ここ数十年、Mayoralは国際市場で急激に成長し、海外
での売上高は連結売上高の75％に達しました

当社の海外支社が現地の営業代理人を通じてコレクシ
ョンの紹介、市場開拓を行い、販売網を広げています。

現在、スペイン本社を親会社とし、世界中の様々な地域
に20社の海外支社を戦略的に配置しています。最近チ
リ社と日本社が加わりました。ヨーロッパ、中東、中央ア
ジア、北アフリカ、カナダなど80の国で活動する独立し
た営業代理人のネットワークも当社の成功に貢献して
います。

2022年の売上については前年度から回復し、成長傾向
を維持することが予想されています。

In recent decades, Mayoral has experienced a strong 
growth around the world, with international sales 
that reach 75% of consolidated sales.

Commercial expansion is carried out through the 
network of subsidiaries that market the collections 
through  their representatives.

Currently, there are 20 branch offices, which whilst 
being strategically located in different parts of the 
world, all report to the Spanish parent company. The 
most recent countries to join are in Chile and Japan. 
The network of independent sales agents operating 
in more than 80 countries in Europe, the Middle East, 
Central Asia, North Africa and Canada are also vital to 
Mayoral’s success. 

Estimates for 2022 predict a good pace of sustained 
growth and an improvement in sales compared with 
the previous year.

Mayoralの売上の75％は国外市
場での実績です
75% of Mayoral sales come from the 
international market.
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ブルガリア / Bulgaria
(+359) 2 423 56 92

カナダ / Canada
(+1) 438 380 3200

中国 / China
(+86) 21 5835 2852 

チリ / Chile
(+53) 939 15 4807 

コロンビア / Colombia
(+601) 7021588
(+601) 7021526

アメリカ合衆国 / United States
(+1) 305 779 4305 

フランス / France
(+33) 1 40 20 44 99 

ギリシャ / Greece
(+30) 210 6985466  
(+30) 210 6985467 

イタリア / Italy
(+39) 06 5460 2831 

日本/ Japan
(+81) 36261 5761 

カザフスタン / Kazakhstan
+77273110244 

メキシコ / Mexico
(+52) 55 5611 4041 

ペルー / Peru
(+51) 995 533 351

ポーランド/ Poland
(+48) 228 650 032 

ポルトガル/ Portugal
(+351) 229 680 165 

イギリス / United Kingdom
+44 01613766278 

ルーマニア / Romania
(+40) 21 794 56 57 

ロシア/ Russia
(+7) 4999 732 652 

トルコ / Turkey 
(+90) 212 347 9990 

ウクライナ  / Ukraine
(+380) 445 374 042 

本社
Central Office

スペイン / Spain
La Orotava 118
29006 Málaga
(+34) 952 045 204

Tiendas propias / Own stores

スペイン/ Spain
ギリシャ  / Greece
イタリア / Italy 
ポーランド / Poland
ポルトガル  / Portugal
ルーマニア/ Romania

e-commerce

ドイツ  / Germany
オーストリア / Austria
ベルギー / Belgium
ブルガリア / Bulgaria 
デンマーク / Denmark
スペイン / Spain
アメリカ合衆国/ United States
フィンランド / Finland
フランス / France
ギリシャ / Greece

オランダ / The Netherlands
アイルランド / Ireland
イタリア / Italy
ポーランド / Poland
ポルトガル/ Portugal 
イギリス / United Kingdom
ルーマニア / Romania
ロシア / Russia 
スェーデン / Sweden

支社 / Branch Offices

イギリス
United Kingdom

アメリカ合衆国 
United States

カナダ 
Canada

メキシコ
Mexico

ペルー
Peru

コロンビア 
Colombia

ポルトガル
Portugal

スペイン
Spain イタリア 

Italy

モロッコ
Morocco

ロシア
Russia

カザフスタン 
Kazakhstan

フランス
France

ギリシャ
Greece

ブルガリア 
Bulgaria

ルーマニア
Romania 

トルコ
Turkey

ポーランド
Poland ウクライナ 

Ukraine

日本
Japan

チリ
Chile

2022
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豊かなニュアンス、歓び、洗練さを特徴とするAbel & Lulaは2018年にMayoralグループ
のプレミアムブランドとして登場しました。特別なシーンにおいて、さらに特別なひと時を
提供するブランドです。

Abel & Lulaのコレクションは魅力的なデザインと精密な縫製、伝統とモダン、イノベータ
ー精神と伝統手工業の特徴を併せ持ち、エレガントなスタイルを提供します。本コレクシ
ョンは主に日常のエレガンス、特別なオケージョンやセレモニーの３つのシーンに適して
おり、日常生活や特別なイベントで女の子に寄り添うコレクションです。

Cheerful, sophisticated and rich in shades, Abel & Lula is the premium brand of the 
Mayoral group created in 2018 to turn special occasions into even more special 
moments.  

The Abel & Lula collections are attractively designed and carefully crafted, combining 
tradition and modernity, innovative spirit and craftsmanship for an elegant look. 
Everyday Elegance, Special Occasions and Ceremonies are the three trends of the 
collection that accompany girls in their daily lives as well as in the most exclusive 
events. 

プレミアムブランドの紹介  | Discover our premium brand

全ての瞬間、全てのシ
ーンに合うスタイルを
提供します

The brand offers 
a trend for every 
moment and occasion. 

Abel & Lula
            6-9か月～14才 | 6-9 months to 14 years
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2022年、Abel & Lulaはサイズ展開を広げ、幅広い年齢の女の子
があらゆるシーンで着飾れるブランドとして変わります。ベビーコ
レクションとして6-9か月から36か月までのサイズを用意し、4歳
～14歳までのコレクションのデザインと生地や色合いで合わせ
たコーディネートが出来るようになっています。

どちらのコレクションもブランドの本質と価値観を表現していま
す。子供ならではの自然さや素直さを損なわずに、且つ洗練され
た服装が求められるシーンにぴったり合うよう作られています。

In 2022, Abel & Lula improves its offering with the expansion 
of its sizing, becoming a flagship brand to dress girls of 
different ages for all types of events: It launches a new baby 
line with designs available from size 6-9 months up to 36 
months that combine in fabrics and colours with references 
from ages 4 to 14. 

Moreover, both collections share the essence and values 
of the brand. They are designed for those occasions where 
a sophisticated outfit is required but preserving the 
naturalness and spontaneity of childhood. 

2022年には6-9か月サイズ～36か月サイズまでのベビーラインを新しく展開します
In 2022 it launches a new baby line with designs from size 6-9 months up to 36 months. 

本コレクションの衣服はシンプルなラインからなる精密に作りこ
まれた型紙を使用し、上質の素材を使用して作り出されます。生
地自体の優雅さと、カチューシャや帽子やバッグなどの装飾品に
より、ファンタジーなスタイルを作り上げます。

スペインに本拠を置く独自のデザインチームが本コレクションの
製作を総合的に担当しています。チームはディテールを重視し、シ
ックで国際色豊かなスタイルの製作に専念しています。 

Abel & Lulaはオンラインショップ及び60カ国にある複合ブランド
店舗で販売しています。

All the garments are made with very careful patterns with 
simple lines and high quality materials. The fantasy is 
provided by the fabrics themselves and the accessories, such 
as headbands, hats and bags.

The collections are made entirely by its own design team, 
based in Spain, dedicated to building a chic and cosmopolitan 
style brand that takes care of every detail.

 The Mayoral group operates with Abel & Lula in its 
online shop and in the multi-brand channel, thanks to an 
international sales network with a presence in 44 countries.

上質な生地、優雅な縫製、細部へのこだわりがブランドのアイデンティティです
The quality of the fabrics, the exquisiteness of the tailoring and the attention to detail are its 
hallmarks.

2022



57

ファッション産業の中でも異なるセクターへの
拡大を念頭に、2021年末、MayoralはBoston
社の買収にサインしました。Bostonコレクショ
ンは紳士服を中心としており、Hug & Clauコレ
クションの大部分は婦人服を主としています。

いち早く両ブランドの発展が望めるよう、現在は
ブランドの再ポジショニングを主に行っていま
す。そのため、ブランドのコレクション、イメージ、
店舗のコンセプト、オンライン活動の見直しを行
っています。

この３つのブランドの間のビジネスシナジーに
より、各自のポテンシャルが最大限に引き上げ
られ、新しい成功へと導かれることが期待され
ます。現在、Bostonはスペインに17の販売拠点
があり、Hug & Clauは10の販売拠点があります。

With the desire to expand operations to 
other sectors of the fashion industry, at the 
end of 2021, Mayoral signs the purchase of 
the Boston company, which is focused on 
the men’s sector, and majority stake in Hug & 
Clau, which is focused on the women’s sector. 

To accelerate the development of both 
brands, the main objectives are focused on 
the repositioning of the brands through the 
redefining of the collections, image, shop 
concept and digital presence. 

The business synergy between the three 
brands will help them reach their full potential 
and reap new successes. Currently, Boston 
has 17 points of sale and Hug & Clau has 10, all 
located in Spain. 

大人向けのブランド | Our brands for adults

2022

Boston and Hug & Clau            0 - 18      
紳士、婦人服 | men and women
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本カタログで使用されている紙は、自然環境の持続可能資源を保
証するよう管理された森林にて伐採された木材からできています。 
無断複製、無断転用禁止

The paper used in this catalogue has been made with wood from 
farms and fields that guarantee the use of resources that are 
environmentally sustainable. All rights reserved. 
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