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新しい価値の創造に早道はありません。

しっかりと歩み、無限大に広がる夢をつかみます。

地球を心地よさで満たしたい。

好きな人の笑顔、気持のいい風景、
目標をクリアしたときのすがすがしさ…。

人が幸せを感じるとき、そこには
さまざまな心地よさが存在しています。
私たちウイックスも、商品づくりを通して
履き心地のよさ、そこから生まれてくる

心地よさを追求してきました。
そして今、より大きな心地よさを求めて、

私たちのフィールドはどんどん広がっています。

〝WE INITIATE SOMETHING NEW 〟
（新しい価値の創造をめざす）を企業理念として、

積極的に活動領域を拡大中です。
私たちの夢は無限大。地球全体を私たちの

提案する心地よさで満たしたい…。
そんな素敵な夢を実現するための確かな一歩一歩を。

WIXとは、積極的な企業姿勢の表明。

企業理念である"WE INITIATE SOMETHING NEW"

に由来する社名WIX（ウイックス）。それは、

新しい価値の創造を目指す積極的な姿勢を表明した

社員全員のメッセージでもあります。

The name WIX is a near acronym for our company slogan:
"We Initiate Something NEW," This name and slogan reveal our attitude
as a company - that we are committed to new comfort, new quality and

new value in every product we create



奔放な想像力と確かな技術力、そして、行動力…。

多くの力を調和させて高い信頼性を獲得しています。

トータルな視点で

綿密な商品企画会議から、

ウイックスの商品開発はスタートします。

新素材や縫製方法の最新情報に、

企画スタッフ自らが海外へとび出して

収集した新鮮な情報をプラス。

そこに、メーカーとして70年を越えた

経験と実績から導き出された数々の
ノウハウを駆使することで、企画意図に
忠実な心地よさを実現した商品が誕生

するのです。また、CGなどの最新機器も
随時導入。
完成した商品に対しても、ウイックスでは
スタッフが

ショップなどに出向。商品ディスプレイや

カラーコーディネートなどのサービスを
実施しています。

DEVELOPING THE PRODUCTS

OUR CUSTOMERS WANT -

QUICKLY AND EFFICIENTLY

At WIX, product development starts
with careful planning. We collect
the latest information on new
materials and sewing techni-ques,
and combine it with up-to-the-minute
information gathered from overseas by
our planning staff.
Drawing on this wealth of
infor-mation-and over 70 years of
ex-perience in the industry - helps
us develop products that satisfy
customers in comfort, quality and
value.
WIX has also been quick to apply
the most advanced technologies
available, including computer
graphic(CG)systems.
Our efforts continue even after a
product is complete. WIX's staff
provides such services as on-site
assistance with product display and



さまざまな種類のソックスを生み出し、

今や季節を問わず定番になったカバーソックスから
夏必需品のアームカバーやレッグウォーマー、
レギンスまでON/OFF取り揃えた品揃えをし
ファッションと連動してトータルコーディネートを
提案しています。

レディースソックス

キャラクターソックス（ディズニーなど）

WIXのキャラクターソックスは選べる楽しさ満載
で大人気です。誕生して以来キュートで独特な
存在感をもつキャラクターの世界をソックスです。

ルーズソックス

WIXのポリシーである新しい価値の創造が
ルーズソックスを生み出し、一大ブームを
巻き起こし高校生の定番となりました。

メンズソックス

WIXの発祥はメンズソックスから始まりました。
メンズもレディース同様、トレンドを強く意識し
柄出しから配色に至るまで、こだわった新しい

商品を自信を持って提案しています。



ソックスの世界から今、

「地球を心地よさでみたしたい」というきもちは
ソックスから始まりインナーウェアへと広がっています。
デザインから素材調達、縫製にいたるまで、
トレンドと新技術を探求し、新しい価値を提案し続けます。

今やファッションビジネスはワールドワイドな視点が
求められます。当社独自の海外ネットワークを元に
海外インポートブランドをいち早く手がけグローバル
な視点でインナーウェアビジネスを展開しています。

私たちは家でくつろぐオフの時間も大切に考えて
います。ナイトウェア、ホームウェアは、大切なオフの
時間に心地よさとファッション性を提案します。

ファッションは足元から
今や足元のファッションにレギンスやタイツは欠かせません。
ソックスの丸編みの技術とインナーの縫製技術を駆使し積極
的に





そして未来へ。私たちの挑戦は、

時代や国境を越えてさらに続きます。

■会社概要

商 号 株式会社ウイックス

本社所在地 大阪市都島区都島北通1丁目9番23号

〒534-0014 / Tel.06-6922-2271(代) / Fax.06-6924-2515

創 業 昭和12年2月

設 立 昭和35年10月

資 本 金 5000万円

代 表 者 上堀 高弘

取 引 銀 行 株式会社三井住友銀行天六支店

三菱UFJ銀行都島支店

商工組合中央金庫船場支店

株式会社近畿大阪銀行都島支店

事 業 内 容 ソックス・インナーウェアなどの企画製造販売

主要取引先
全国主要百貨店
大手専門店（衣料専門、スポーツ流通、雑貨等）
アパレル各社
通販、NET流通、直営 他

主要取扱ブランド
DISNEY、MOOMIN、DIESEL、COMME CA MEN
SANRIO、coudre un、HOM、2UNDR 他

[東京支店]
〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町2丁目22番3号

TSI日本橋浜町第1ビル2F
Tel.03-3661-5194(代) / Fax.03-3661-5225

WEB Page

http://www.wix.co.jp/

売上比率 [Sales ratio]

Socks 70%
Inner 30%

Company Outline

Company name:WIX Corporation

Head office address:1-9-23 Miyakojimakita-dori

Miyakojima-ku Osaka

Established:February11, 1937

Incorporated:October27, 1960

Capital:¥50,000,000

President:Takahiro Uehori

Business lines:Manufacture and sales of socks,

nightwear, inner wear and homewear
Banks ・Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Tenroku Branch
・MUFG Bank, Ltd.

Miyakojima Branch
・The Shoko Chukin Bank, Ltd.
Senba Branch

・The Kinki Osaka Bank, Ltd,.

Miyakojima Branch

[Tokyo office]
TSI Nihonbashi 1st Building.2nd floor, 2-22
Nihonbashi Hamachou,Chuou-ku,Tokyo



昔を知ることは今を知ること。

ウイックスの80年以上にわたる歴史を綴ります。

■沿 革

昭和12年02月 上堀 信之 個人創業

昭和22年02月 戦時中 中断 再開

昭和32年04月 東京営業所開設

昭和35年10月 会社設立 上堀靴下株式会社発足

昭和42年10月 上堀 博三 代表取締役社長に就任

昭和57年10月 ニューヨークナムスビー展示会に初出展
昭和58年03月 ヘッドホーンブランドでアメリカ向け輸出本格化
昭和59年03月 ソックス以外にインナーウェア生産開始
昭和60年02月 ニューヨーク デザイナー コレクション出展
平成02年11月 (株)ウイックスに社名変更 本社ビル竣工

平成04年11月 業務拡大に伴い東京営業所を東京支店に昇格
平成06年10月 第6回靴下求評展通商産業大臣賞受賞
平成07年10月 第7回靴下求評展通商産業大臣賞2年連続受賞

平成10年02月 上堀 勝也 代表取締役社長に就任
平成13年09月 直営ショップ1号店近江八幡に開店

平成14年08月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社と
ライセンス契約開始

平成15年10月 東京支店を中央区日本橋に移転
平成23年12月 ウェブショップ展開の開始
平成25年 ウォルト・ディズニー社より

クオリティプロダクトオブザイヤー2013の表彰をうける

平成27年12月 株式会社サンリオとライセンス契約開始

平成28年 ウイックスプリントラボ 本社内にて開設
平成29年12月 資本金を五千万円に増資
令和元年10月 上堀 高弘 代表取締役社長に就任

1937 Nobuyuki Uehori started the company as a

proprietary business.
1947 Businesse re-opened following the Second World War.
1957 The Tokyo sales office was established.
1960 The company was incorporated under the name

Uehori Hosiery Co.,Ltd.

1967 Hirozo Uehori became president.
1982 The company participated for the first time at the

NAMSB Exhibition in New York.
1983 The company began full-scale exports of Head

Phones brand products to the United States.
1984  Manufacturing of inner wear began.
1985 The company participated in the New York Designer

Collective Exhibition.
1990 The company name was changed to WIX Cor- poration.

Head office building is completed.
1992 The status of the Tokyo office was raised as a

result of business expansion.
1994 The company received the Good Design award

from the Ministry of lnte rnational Trade and Industry

at the 6th Annual Hosiery Exhibition.
1995 The company received the Good Design award

from the 7th Annual Hosiery Exhibition for

the second consecutive year.
1998 Katsuya Uehori became president.
2001 The first brand shop was opened in Ohmihachiman.
2002 The company has signed and submitted the agreement

of license to Walt Disney Japan.
2003 The Tokyo sales office was moved to Nihonbashi,Chuoh-ku.
2011 The webshop was open
2013 Commendation of the quality product of the year 2013 

is received from the Walt Disney Co.

2015 The company has signed and submitted the agreement

of license to Sanrio Company, Ltd.
2016  WIX Printing laboratrory set up in Osaka office

2017 Capital increased to 50 million yen
2019 Takahiro Uehori became president.

Company History



ウイックス大阪本社

東京支店への案内地図

[大阪本社]
〒534-0014
大阪市都島区都島北通1丁目9番23
号
Tel.06-6922-2271(代)
Fax.06-6924-2515

[東京支店]
〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町2丁目22番3号
TSI日本橋浜町第1ビル2F
Tel.03-3661-5194
Fax.03-3661-5225


