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育つ生地。
世界的にも希少な旧式の「シャトル織機」で織られた生地は、使うほどに
“生地が育つ”と表現されます。
洗いをかけ、着こむほどに、より風合いの増す「育てる生地」。
それは、着る人に一層馴染んでいく衣服となります。

細い糸をゆっくりと織り上げる、風合い豊かな超高密度の生地は、素朴
だけれども上質で、着る人の五感に幸せを運びます。
他では味わうことのできない、豊かな風合いをぜひ味わってください。



東京ショールーム

横浜ショールーム

立川ショールーム
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東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル4F（garage内） 【2022年12月OPEN予定】

神奈川県横浜市神奈川区金港町1-10 横浜ベイクォーター3F（noni内）

東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS E2-208（Rust TACHIKAWA内）

愛知県豊橋市曙町南松原17（garage内）

福岡県福岡市西区姪浜3-11-5（COMBLE内）

https://www.1-huis.com
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soft cotton



縮絨ウールフランネル（反毛ウール）

水と熱を加え揉み込み縮ませることで強度・保温性を生み出すのが縮
絨加工。抜群の柔らかさが生まれます。一般的には片面だけ起毛するこ
とが多いウールフランネルですが、HUISでは両面を起毛させることで
より暖かさと柔らかさが生まれる特別な生地です。

タテ糸毛番10番手+ヨコ糸毛番10番手

ヤクウール綾ネル

ヤクは標高3000m以上、氷点下30度の氷雪原に住む動物です。極寒の
生活に耐えられるヤクですが、その毛は1頭からわずか100g程度しか
とれない貴重な高級天然繊維。柔らかく暖かなヤクの毛と上質なコット
ンをブレンドした糸を織り上げた、極上の生地です。

yak wool twill flannel washable cotton wool

タテ糸20番手単子 × ヨコ糸30番手双糸（ヤク混）

extra fine wool twill recycled wool flannel極細ウールツイル

超難度の極細ウール糸のため現代では織れなくなってしまった規格を
遠州織物の技術とシャトル織機で実現した特別な綾織ウール生地。
極上の繊細さを持つ糸からは軽く柔らかい生地が生まれ、ウールのも
つ保温性と吸湿性のため一年を通して快適に過ごすことができます。
極細糸を綾織することで、適度な肉感を持ったしなやかで高級感のあ
る極上のウール生地です。

タテ糸毛番94番手 × ヨコ糸毛番94番手

シャトルコーデュロイ shuttle corduroy

タテ糸20番手単子 × ヨコ糸12番手単子

シャトルコーデュロイ（みじんコール）

シャトル織機でゆっくりと時間をかけて織ることで、超高密度に織り上
げることができる「シャトルコーデュロイ」。みじんコール（微塵コール天）
と呼ばれるこちらの生地は、通常のコーデュロイよりも細い糸を使った
特別な生地で、繊細な畝（うね）がびっしりと広がります。コーデュロイと
は思えない、シャツ生地のように軽くしなやかでやわらかな生地です。

シャトル織機でゆっくりと時間をかけて織ることで、超高密度に織り上
げることができる「シャトルコーデュロイ」。時間と糸量を贅沢に使って
織ることで、高い耐久性を持ち、コーデュロイの欠点である「抜け」や「
はげ」が起こりにくく、美しい毛並みが保たれます。堅牢性がありながら
も、しなやか・やわらかで、特別な着心地を味わうことができます。

shuttle corduroy

タテ糸40番手 × ヨコ糸40番手

ウォッシャブルウールコットン

タテ糸にコットン、ヨコ糸にウールを用いて超高密度に織った暖かな混
紡素材。ウールならではの暖かみと、ふっくらとした風合いが特徴です。
毛番手の中でも細いウール糸を超高密度に織り上げることで、重くなり
がちなウールを軽量に仕上げ、同時に高い防寒性・保温性を実現して
います。

タテ糸20番手単子 × ヨコ糸毛番48番手(ウール)

ダウンプルーフコットン

ダウンの羽も通さないほど、シャトル織機により限界まで高密度に織っ
た特別なコットン素材です。ダウンをそのまま包み込むことができる、常
識をくつがえすほどの高密度で織った生地で、適度な張り感とやわらか
さ、軽やかさがありながら高い防風性を持ちます。

　　down proof cotton 

タテ糸80番手双糸 × ヨコ糸80番手双糸

綿ウールタイプライタークロス ウォッシャブルウール

パラシュートクロス

一般的には1本のタテ糸で組成する生地を、2本ずつ組成することで一
層高密度に織り上げた特別な生地。適度な張り感とやわらかさ、軽や
かさがありながらも、パラシュートクロスの特性である風を通しにくい
防風性を備えた生地です。

タテ糸80番手双糸 × ヨコ糸80番手双糸

シャトルリネン

フランス・ノルマンディー産地で生産される高品質なリネンを原料に使
い、旧式のシャトル織機でゆっくりと低速で織った希少なリネン素材で
す。節やムラの少ない上質なリネン糸を使い、糸に遊びを持たせてゆっ
くりと織り上げていくことで、立体感のある特別な風合いややわらかさ
高い耐久性を持ち、使い込むほどに柔らかく風合いが増していきます。

shuttle linen

タテ糸麻番40番手 ×  ヨコ糸麻番40番手

バンブーリネン

バンブーリネンは、竹繊維から生産したレーヨン素材である「バンブー
レーヨン」と「リネン」を使用した特別な素材です。竹繊維から生まれる
再生繊維バンブーレーヨンは、抗菌性や脱臭効果を持ちます。自然なシ
ワ感とレーヨンの持つとろみ、リネンの持つさらりとした冷涼感を味わ
うことができる他にはない独特な素材です。

bamboo linen

タテ糸20番手 ×  ヨコ糸麻番40番手

×



なめらかな肌触りの生地を用いた上質なバンドカラーシャツです。すっきりとした襟ま
わりが特徴のミニマルなデザインで、どなたにも合わせやすいシンプルなシャツです。
高密度で織ったコットン 100％の生地で、しっかりとした質感ながら、まるで空気をま
とうような軽やかな肌触りが特徴です。高密度で仕上げた織地のため耐久性が非常に高
いほか、軽量かつ適度な保温性を備えた機能的な生地となっています。
ロゴ刺繍は、左裾サイドラインの縫製に重ねるようにさりげなくあしらわれているほか、
四角の胸ポケットもポイントです。

バンドカラーシャツ 005

size
material

ユニセックス 1.2.3.4
コットン 100％

size1　　肩幅 38/ 身幅 47/ 着丈 63/ 袖丈 56（メンズ XS / レディス S～M相当）
size2　　肩幅 42/ 身幅 49/ 着丈 66/ 袖丈 60（メンズ S～M / レディスM～ L相当）
size3　　肩幅 44/ 身幅 52/ 着丈 71/ 袖丈 62（メンズM～ L / レディス L～ XL相当）
size4　　肩幅 46/ 身幅 54/ 着丈 75/ 袖丈 64 （メンズ XL / レディス XXL 相当）

HUIS のアイテムの中でももっとも人気のある定番アイテムのひとつ。こちらはボタン
を留めてワンピースタイプのロングシャツとしても、前を開けて羽織としてアウター
感覚で着ていただくこともできます。やわからコットンとタイプライタークロスなどが
ラインナップとなります。

両サイドにポケットが付き、ロゴ刺繍は、左裾サイドラインの縫製に重ねるようにさり
げなくあしらわれています。身幅をたっぷりととったオーバーサイズのロングシャツで、
どなたでもしっくりと馴染むサイズ感です。

ロングシャツ 004

size
material

ユニセックス F
コットン 100％

sizeF　　肩幅 81/ 身幅 76/ 着丈 96/ 袖丈 26

HUIS のアイテムの中でももっとも人気のある定番アイテムのひとつ。こちらはボタン
を留めてワンピースタイプのロングシャツとしても、前を開けて羽織としてアウター感
覚で着ていただくこともできます。フランス・ノルマンディー産地で生産される高品質
なリネンを原料に使った【シャトルリネン】は、旧式のシャトル織機でゆっくりと低速
で織った希少なリネン素材です。

両サイドにポケットが付き、ロゴ刺繍は、左裾サイドラインの縫製に重ねるようにさり
げなくあしらわれています。身幅をたっぷりととったオーバーサイズのロングシャツで、
どなたでもしっくりと馴染むサイズ感です。

シャトルリネンロングシャツ 004

size
material

ユニセックス F
リネン 100％

sizeF　　肩幅 81/ 身幅 76/ 着丈 96/ 袖丈 26

ユニセックスで着用いただけるオーバーサイズのシンプルなシャツで、裾にドローコー
ドをあしらったカジュアルなデザインです。

両サイドにポケット付のシャツジャケットタイプで、すっきりとしたシャツスタイル＆
羽織のジャケットスタイルと、さまざまなコーディネートを楽しむことができます。
裾のあしらいはグレーの別素材とドローコードをあしらい、絞りを調整していただくこ
とができるため、裾を絞って体にフィットしていただければ、着丈の短いブルゾンのよ
うなスタイルでも着用いただくことできます。

ユニセックスでオールシーズン着用いただきやすいアイテムです。

ドローコードポケットオーバーシャツ 013D

size
material

ユニセックス F
コットン 100％

sizeF　　肩幅 46/ 身幅 53/ 着丈 68/ 袖丈 57



すっきりとしたバンドカラーのシャツで、ユニセックスで着ていただけるサイズ感。裾
が前身はラウンド型、後身はスクエア型と切り替えになっているのがポイントです。着
る人によって、シャツジャケットやチュニックなどのように雰囲気を変えて楽しんでい
ただけます。

オーガニックコットンやタイプライタークロスなど、様々な素材のバリエーションを楽
しむことができます。

バンドカラーオーバーシャツ 015

size
material

ユニセックス F
コットン 100％

sizeF　　肩幅 65/ 身幅 71/ 着丈 78/ 袖丈 48

しなやかで柔らかな「みじんコール（シャトルコーデュロイ）」を贅沢にたっぷりと使っ
たワイドシルエット＆ロング丈のシャツで、アウター・インナーとして幅広いシーズン
に重宝していただけます。

しっとりとした質感があり、おどろくほど軽量なので、着心地は抜群です。ゆったりと
身幅をとったワイドシルエットで体をしなやかに包み込んでくれ、どなたでもしっくり
と馴染むサイズ感。アウター感覚で羽織って着ていただくことができます。両サイドに
ポケットが付き、ロゴ刺繍は、左裾サイドラインの縫製に重ねるようにさりげなくあし
らわれています。

みじんコールロングシャツ 017

size
material

ユニセックス F
コットン 100％

sizeF　　肩幅 71/ 身幅 78/ 着丈 103/ 袖丈 78

コードレーンワイドブラウスU102

ストライプ部分のみ太い糸を用いた「コードレーン」。さらりとした爽やかな素材感です。

空気感のある非常に細い糸で織り上げた生地ですが、ストライプの一部を特別に太い糸
で組成することで、通常よりも強い凹凸感が生まれ、シワ感が際立ち立体感のある風合
いになっています。肌に触れる表面積が少ないことから、着心地がより軽く快適に過ご
していただくことができます。

デザインは、身幅を大きくとったワイドシルエットのブラウスに仕上げ、肩の落ちる自
然なラインが生まれることで、スッキリとした印象のシルエットで着ていただけます。
たっぷりと生地を使いながら、しなやかな生地感で落ち感が生まれることから、どなた
にもしっくりと馴染むブラウスです。小さめの襟やボタンをあしらった首周りのデザイ
ンもポイントです。

size
material

レディス F
コットン 100％

sizeF　　肩幅 65/ 身幅 63/ 着丈 63/ 袖丈 41

オーガニックコットン、ウォッシャブルウールなどの生地を使用したシンプルなロング
シャツです。いずれも軽やか&落ち感のある素材感で、たっぷりと生地を使いロングシャ
ツならではのシルエットを味わうことができます。

デザインは、素材を生かしたシンプルなスタイル。ブラックのボタンを配し、落ち着い
たシックな雰囲気です。袖をまくり袖口にボリュームを持たせてもおしゃれに着ていた
だけるデザインで、どなたでもコーディネートしやすいロングシャツです。

ロングシャツ 016

size
material

ユニセックス F
コットン 100％ほか

sizeF　　肩幅 80/ 着丈 101/ 袖丈 37/ 身幅 76



ストライプ部分のみ太い糸を用いた「コードレーン」。さらりとした爽やかな素材感です。
人気の定番ワイドブラウスの袖を 8 分丈にしたモデルで、洗い物など家事仕事の際にも
着用しやすいデザインです。

空気感のある非常に細い糸で織り上げた生地ですが、ストライプの一部を特別に太い糸
で組成することで、通常よりも強い凹凸感が生まれ、シワ感が際立ち立体感のある風合
いになっています。肌に触れる表面積が少ないことから、着心地がより軽く快適に過ご
していただくことができます。

デザインは、身幅を大きくとったワイドシルエットのブラウスに仕上げ、肩の落ちる自
然なAラインが生まれることで、スッキリとした印象のシルエットで着ていただけます。
小さめの襟やボタンをあしらった首周りのデザインもポイントです。

８分袖コードレーンワイドブラウスU108

size
material

レディス F
コットン 100％

sizeF　　肩幅 65/ 身幅 63/ 着丈 63/ 袖丈 30

羽根のように軽く、ふわりとした肌触りが特徴のウール 100％素材。低速のシャトル織
機によりゆっくりと時間をかけて織ることで、生地表面に大きな凹凸感が生まれる特別
なウール素材です。しなやかなウール 100％のブラウスは、外を覆い閉じ込めていただ
くとあたたかな空気の層を作るウールの保温性が抜群に発揮され、冬場を通してあたた
かく着ていただくことができます。

デザインは、身幅を大きくとったワイドシルエットのブラウスに仕上げ、肩の落ちる自
然なAラインが生まれることで、スッキリとした印象のシルエットで着ていただけます。
小さめの襟やボタンをあしらった首周りのデザインもポイントです。ウォッシャブルウー
ルのため、ご家庭の洗濯機で気がねなくお洗濯していただけます。（中性洗剤を使用して
単独洗い）

ウォッシャブルウールワイドブラウスU102

size
material

レディス F
ウール 100％
（ウォッシャブルウール）

sizeF　　肩幅 65/ 身幅 /63/ 着丈 63/ 袖丈 41

環境に配慮されたオーガニックコットンを使用し、タテ・ヨコ糸 60 番手の糸で高密度
に織られた生地は、立体感のある風合いと、柔らかで上質な肌触りが特徴です。高密度
で仕上げた織地のため耐久性が非常に高いほか、軽量かつ適度な保温性を備えた機能的
な生地となっています。しなやかな着心地の良さが特徴です。

デザインは、身幅を大きくとったワイドシルエットのブラウスに仕上げ、肩の落ちる自
然なラインが生まれることで、スッキリとした印象のシルエットで着ていただけます。
たっぷりと生地を使いながら、しなやかな生地感で落ち感が生まれることから、どなた
にもしっくりと馴染むブラウスです。

小さめの襟やボタンをあしらった首周りのデザインもポイントです。

オーガニックコットンワイドブラウスU102

size
material

レディス F
コットン 100％

sizeF　　肩幅 65/ 身幅 /63/ 着丈 63/ 袖丈 41

超難度の極細ウール糸を、遠州織物の技術とシャトル織機で実現した特別な綾織生地。
極上の繊細さを持つ糸からは軽く柔らかい生地が生まれ、ウールのもつ保温性と吸湿性
のため一年を通して快適に過ごすことができます。極細糸を綾織することで、適度な肉
感を持ったしなやかで高級感のある極上のウール生地です。

デザインは、身幅を大きくとったワイドシルエットのブラウスに仕上げ、肩の落ちる自
然なラインが生まれることで、スッキリとした印象のシルエットで着ていただけます。
たっぷりと生地を使いながら、しなやかな生地感で落ち感が生まれることから、どなた
にもしっくりと馴染むブラウスです。

極細ウールツイルワイドブラウスU102

size
material

レディス F
ウール 100％

sizeF　　肩幅 65/ 身幅 /63/ 着丈 63/ 袖丈 41



羽根のように軽く、ふわりとした肌触りが特徴のウール 100％素材。低速のシャトル織
機によりゆっくりと時間をかけて織ることで、生地表面に大きな凹凸感が生まれる特別
なウール素材です。しなやかなウール 100％のブラウスは、外を覆い閉じ込めていただ
くとあたたかな空気の層を作るウールの保温性が抜群に発揮され、冬場を通してあたた
かく着ていただくことができます。

デザインはたっぷりと肩幅をとったワイドブラウスで、ふわりとしたゆるく体を包み込
んでくれるシルエットが特徴です。ロゴ刺繍は左裾にさりげなくあしらわれ、シンプル
ながら細部のこだわりを楽しんでいただける一着です。
ウォッシャブルウールのため、ご家庭の洗濯機で気がねなくお洗濯していただけます。（中
性洗剤を使用して単独洗い）。

ウォッシャブルウールワイドブラウスU105

size
material

レディス F
ウール 100％
（ウォッシャブルウール）

sizeF　肩幅 63/ 身幅 70/ 着丈 65/ 袖丈 43

シーチングコットンは、比較的低密度の平織り生地で、ざっくりとしたラフな風合いが
特徴です。旧式のシャトル織機で織られたシーチングコットンは、糸に遊びを持たせて
ゆっくりと織り上げていくことで、特別な風合いや高い耐久性を持ち、使い込むほどに
さらに柔らかく風合いが増していきます。

デザインはたっぷりと肩幅をとったワイドブラウスで、ふわりとしたゆるく体を包み込
んでくれるシルエットが特徴です。
ロゴ刺繍は左裾にさりげなくあしらわれ、シンプルながら細部のこだわりを楽しんでい
ただける一着です。

シーチングコットンワイドブラウスU105

size
material

レディス F
コットン 100％

sizeF　肩幅 63/ 身幅 70/ 着丈 65/ 袖丈 43

環境に配慮されたオーガニックコットンを使用し、タテ・ヨコ糸 60 番手の糸で高密度
に織られた生地は、立体感のある風合いと、柔らかで上質な肌触りが特徴です。高密度
で仕上げた織地のため耐久性が非常に高いほか、軽量かつ適度な保温性を備えた機能的
な生地となっています。しなやかな着心地の良さが特徴です。

デザインは、身幅を大きくとったワイドシルエットのブラウスに仕上げ、肩の落ちる自
然なラインが生まれることで、スッキリとした印象のシルエットで着ていただけます。
たっぷりと生地を使いながら、しなやかな生地感で落ち感が生まれることから、どなた
にもしっくりと馴染むブラウスです。

オーガニックコットンバンドカラーワイドブラウスU104

size
material

レディス F
コットン 100％

sizeF　　肩幅 65/ 身幅 70/ 着丈 65/ 袖丈 42

フランス・ノルマンディー産地で生産される高品質なリネンを原料に使った【シャトル
リネン】は、旧式のシャトル織機でゆっくりと低速で織った希少なリネン素材です。

シャトル織機で織られたリネン生地は、糸に遊びを持たせてゆっくりと織り上げていく
ことで、立体感のある特別な風合いややわらかさ、高い耐久性を持ち、使い込むほどに
さらに柔らかく風合いが増していきます。表面の微小な凹凸によるふくふくとした風合
いと、しなやかな着心地の良さが特徴です。

デザインは、身幅を大きくとったワイドシルエットのブラウスに仕上げ、袖は少し肩に
かかるフレンチスリーブとなっています。

シャトルリネンバンドカラーワイドブラウスU104

size
material

レディス F
リネン 100％

sizeF　肩幅 65/ 身幅 70/ 着丈 65/ 袖丈 42



やわらかな肌触りの生地を用いたプルオーバーブラウスです。ヨコ糸に強く撚った「強
撚糸」を使うことで、シワがより伸びやすい生地で、もちもちとした風合いが特徴です。
 
高密度で織ったコットン 100％の生地で、しっかりとした質感ながら、まるで空気をま
とうような軽やかな肌触り。高密度で仕上げた織地のため耐久性が高いほか、軽量かつ
適度な保温性を備えた機能的な生地となっています。

小さめのボタンが首元に配置された、シンプルなプルオーバーとなっています。着丈は
前後差がはっきりとあり、前面はすっきり・背面は長めとなっていて、どなたにも合わ
せやすいシルエット。袖先には少しギャザーをあしらった女性らしいワンポイントも加
えられ、シンプルすぎないバランスの良いデザインとなっています。

ナチュラルプルオーバー U613

size
material

レディス F
コットン 100%

sizeF　　肩幅 44.5/ 身幅 58/ 着丈 65/ 袖丈 52

身幅をたっぷりととり、袖がゆるやかなバルーン型になったワイドブラウスです。
これほど生地をたっぷりと贅沢に使いながらも、もたつくことがなく優雅で贅沢なシル
エットが生まれるのはHUIS の生地ならでは。

しなやかな生地のため落ち感があり、ふわりとした自然なシルエットが楽しめ、さりげ
なく体型も隠してくれる使い勝手の良いブラウスです。

前合わせは隠しボタンになった比翼型で、首回りのやわらかなギャザー感もポイントで
す。驚くほどの軽さとしなやかさをぜひ実感してみてください。

バルーンスリーブワイドブラウスU106

size
material

レディス F
コットン 100%ほか

sizeF　　肩幅 58/ 袖丈 45/ 身幅 63/ 着丈 58.5

超難度の極細ウール糸を、遠州織物の技術とシャトル織機で実現した特別な綾織生地。
極上の繊細さを持つ糸からは軽く柔らかい生地が生まれ、ウールのもつ保温性と吸湿性
のため一年を通して快適に過ごすことができます。極細糸を綾織することで、適度な肉
感を持ったしなやかで高級感のある極上のウール生地です。

身幅をたっぷりととり、袖がゆるやかなバルーン型になったワイドブラウスです。
これほど生地をたっぷりと贅沢に使いながらも、もたつくことがなく優雅で贅沢なシル
エットが生まれるのはHUIS の生地ならでは。
前合わせは隠しボタンになった比翼型で、首回りのやわらかなギャザー感もポイントで
す。驚くほどの軽さとしなやかさをぜひ実感してみてください。

極細ウールツイルバルーンスリーブワイドブラウスU106

size
material

レディス F
ウール 100%

sizeF　　肩幅 58/ 袖丈 45/ 身幅 63/ 着丈 58.5

羽根のように軽く、ふわりとした肌触りが特徴のウール素材のプルオーバーです。
ウール素材は、着ていると体の熱を吸って溜め込んでいきます。適度な体温調整をして
くれる機能的なプルオーバーで、一着あると大変重宝していただけます。また、外を覆
い閉じ込めていただくとあたたかな空気の層を作るウールの保温性が抜群に発揮され、
冬場を通してあたたかく着ていただくことができます。

デザインは、身幅をたっぷりととったワイドシルエットのプルオーバーで、お手持ちの
カットソーやブラウスなどの上に重ねていただいてもしっくりと馴染みます。
うしろの着丈が気持ち長めにとられ、フワッとエアリーなシルエットがどんな方にも合
わせやすい形になっています。

ウォッシャブルウールワイドプルオーバーU609

size
material

レディス F
ウール 100％
（ウォッシャブルウール）

sizeF　　肩幅 67.5/ 着丈 57/ 袖丈 34/ 身幅 67



ストライプ部分のみ太い糸を用いた「コードレーン」。さらりとした爽やかな素材感です。
空気感のある非常に細い糸で織り上げた生地ですが、ストライプの一部を特別に太い糸
で組成することで、通常よりも強い凹凸感が生まれ、シワ感が際立ち立体感のある風合
いになっています。肌に触れる表面積が少ないことから、着心地がより軽く快適に過ご
していただくことができます。

デザインは、首周りをすっきりとさせ前面はフラットに仕立てています。一方、背面に
は切り替えのギャザーをあしらい、ふんわりとしたシルエットをつくることで、ライン
の強弱を楽しんでいただけるデザインとなっています。ボタンをきっちりと留めればワ
ンピースとして、開けて羽織の形ではシャツ生地のアウター感覚で着用いただけます。

コードレーンワンピースU203

size
material

レディス F
コットン 100％

sizeF　　肩幅 41/ 身幅 57/ 着丈 97/ 袖丈 56

旧式の「シャトル織機」を使って織られた、世界的にも極めて希少なコーデュロイ素材
を使ったロングシャツです。

大きなシャトルが糸を運び、時間をかけて織られた高密度な「シャトルコーデュロイ」は、
あたたかみのある豊かな風合いと柔らかさ、そして高い耐久性を持った特別な生地です。
時間と糸量を贅沢に使ったシャトルコーデュロイは、高い耐久性を持ち、コーデュロイ
の欠点である「抜け」や「はげ」が起こりにくく、美しい毛並みが保たれます。また、
堅牢性がありながらも、しなやか・やわらかで、着心地も一味違います。

デザインは、首周りをすっきりとさせ前面はフラットに仕立てています。一方、背面に
は切り替えのギャザーをあしらい、ふんわりとしたシルエットをつくることで、ライン
の強弱を楽しんでいただけるデザインとなっています。ボタンをきっちりと留めればワ
ンピースとして、開けて羽織の形ではアウター感覚で着用いただけます。

シャトルコーデュロイワンピースU203

size
material

レディス F
コットン 100％

sizeF　　肩幅 41/ 身幅 57/ 着丈 97/ 袖丈 56

羽根のように軽く、ふわりとした肌触りが特徴のウール素材のカシュクールワンピース
です。あたたかなウール生地をたっぷりと使った贅沢なカシュクールで、生地感をその
ままに感じていただけるデザインとなっています。

デザインは、ウール生地を贅沢にたっぷりと使ったカシュクールワンピースで、長めの
丈がポイント。アウターのようにラフに羽織っていただけるほか、ウエストをひもで結
んでいただければきっちりめのワンピースとして、さまざまなスタイルを楽しむことが
できます。ウエストのひもで身幅を調整することができるので、体型を問わずいろいろ
なコーディネイトが可能。軽くしなやかで重ね着にも向き、軽い着心地で持ち運びにも
負担がなく、アウター～インナーと秋冬春と3シーズン重宝していただくことができます。
ウォッシャブルウールのため、ご家庭の洗濯機で気がねなくお洗濯していただけます。
（中性洗剤を使用して単独洗い）

ウォッシャブルウールカシュクールワンピースU208

size
material

レディス F
ウール 100％
（ウォッシャブルウール）

sizeF　　肩幅 39/ 着丈 113/ 袖丈 55/ ウエスト幅 51/ 裾幅 81

オーガニックコットンや綿ウールタイプライタークロスを贅沢に使用したロング丈のワ
ンピース。

デザインは身幅をたっぷりととったゆったりシルエットのワンピースで、袖がゆるやか
なバルーン型になったデザインです。前合わせは隠ボタンになった比翼型でポケット付
きで、前を開けてきていただければアウターのような羽織のワンピースとしても重宝し
ていただけます。

バルーンスリーブワンピースU212

size
material

レディス F
コットン 100％ほか

sizeF　　肩幅 76/ 袖丈 35/ 身幅 71/ 着丈 110



羽根のように軽く、ふわりとした肌触りが特徴のウール素材のロングカーディガンです。
ボタンや襟を排し、生地感をそのままに感じていただけるデザインとなっています。

しなやかなウォッシャブルウール素材のこちらは、上からコートなどのアウターを着て
いただいてもかさばることがなく、快適に着ていただくことができます。外を覆い閉じ
込めていただくと、あたたかな空気の層を作るウールの保温性が抜群に発揮され、冬場
を通してあたたかく着ていただくことができます。

デザインは、素材を生かしたシンプルなスタイル。たっぷりと生地を使うことで、ぬく
もりを感じていただけるデザインに仕上げています。軽くしなやかで重ね着にも向き、
軽い着心地で持ち運びにも負担がなく、秋冬春と 3 シーズン重宝していただくことがで
きます。

ウォッシャブルウールロングカーディガン 701

size
material

ユニセックス F
ウール 100％
（ウォッシャブルウール）

sizeF　　肩幅 58/ 着丈 88/ 袖丈 51

羽根のように軽く、ふわりとした肌触りが特徴のウール素材のカーディガンです。ボタ
ンや襟を排し、生地感をそのままに感じていただけるデザインとなっています。

しなやかなウォッシャブルウール素材のこちらは、上からコートなどのアウターを着て
いただいてもかさばることがなく、快適に着ていただくことができます。外を覆い閉じ
込めていただくと、あたたかな空気の層を作るウールの保温性が抜群に発揮され、冬場
を通してあたたかく着ていただくことができます。

デザインは、素材を生かしたシンプルなスタイル。たっぷりと生地を使うことで、ぬく
もりを感じていただけるデザインに仕上げています。軽くしなやかで重ね着にも向き、
軽い着心地で持ち運びにも負担がなく、秋冬春と 3 シーズン重宝していただくことがで
きます。

ウォッシャブルウールカーディガン 702

size
material

ユニセックス F
ウール 100％
（ウォッシャブルウール）

sizeF　　肩幅 60/ 着丈 58/ 袖丈 51

羽根のように軽く、ふわりとした肌触りが特徴のウール素材のショートカーディガンで
す。ボタンや襟を排し、生地感をそのままに感じていただけるデザインとなっています。

しなやかなウォッシャブルウール素材のこちらは、上からコートなどのアウターを着て
いただいてもかさばることがなく、快適に着ていただくことができます。外を覆い閉じ
込めていただくと、あたたかな空気の層を作るウールの保温性が抜群に発揮され、冬場
を通してあたたかく着ていただくことができます。

シルエットは身幅をたっぷりととったワイドシルエットで、しなやかで落ち感のある生
地のためどなたでもすっきりと着ていただくことができます。
軽くしなやかで重ね着にも向き、軽い着心地で持ち運びにも負担がなく、秋冬春と 3シー
ズン重宝していただくことができます。

ウォッシャブルウールショートカーディガン 704

size
material

レディス F
ウール 100％

sizeF　　肩幅 61/ 着丈 53/ 袖丈 45/ 身幅 64

オーガニックコットン、綿ウールタイプライタークロス、シャトルリネン、ヤク綾ネル
などさまざまな生地でラインナップしたバンドカラー型のワンピースです。いずれもし
なやかな生地で体を心地よく包み込んでくれます。

デザインは生地をたっぷりと贅沢に使い、身幅をゆったりととったシンプルなワンピー
ス。小ぶりのボタンも特徴です。落ち感があり、包み込んでくれるような着心地を味わ
えます。パンツやスカートなどコーディネートによってさまざまな雰囲気を楽しんでい
ただくことができます。

size
material

レディス F
コットン 100％ほか

sizeF　　肩幅 76/ 身幅 70/ 袖丈 40/ 着丈 105

バンドカラーワイドワンピースU213



ロングスカートU402

みじんコールロングスカートU402

プレーンスカートU403

パラシュートクロスパンツ 501

どなたにも合わせやすい丈感のロングスカートで、やわらかコットン、シーチングコッ
トン、オーガニックコットン、ダウンプルーフ、綿ウールタイプライタークロス、シャ
トルリネンなど、さまざまな生地でラインナップする定番のスカートです。
それぞれの生地でまた違った表情を見せてくれるシンプルなスカートで、素材の良さを
いっそう引き立たせてくれます。

生地をたっぷりと贅沢に使い、ギャザーのバランスがとれたゆったりとしたシルエット。
ウエストは緩めのゴム仕様で、紐での調節が可能です。
※片側ポケット付き

size
material

レディス F
コットン 100％ほか

sizeF　ウエスト 67/ 総丈 81　※ウエストは伸長します

しなやかで柔らかな「みじんコール（シャトルコーデュロイ）」を贅沢に使ったシンプル
なロングスカートです。

「みじんコール」は、「微塵（みじん）コール天」の略称として、産地で呼ばれてきた愛称です。
旧式のシャトル織機でゆっくりと織られた「シャトルコーデュロイ」の中でもシャツ生
地に近く、薄手でしなやかな生地で、微塵（＝こまかいチリ）のような微細な畝を、繊
細な技術で織り上げた、遠州織物ならではの特別な生地。手に触れてすぐにわかる、極
上のしなやかさと柔らかさをもった生地です。

生地をたっぷりと贅沢に使い、ギャザーのバランスがとれたゆったりとしたシルエット。
ウエストは緩めのゴム仕様で、紐での調節が可能です。
※片側ポケット付き

size
material

レディス F
コットン 100％

sizeF　ウエスト 67/ 総丈 81　※ウエストは伸長します

みじんコール（シャトルコーデュロイ）と縮絨ウールフランネルを使ったシンプルなデ
ザインのプレーンスカートは、後ろ側に適度なスリットが入り、ウエストがゴム仕様と
なっていますのでどなたにもリラックスして履いていただける形となっています。（ベル
トループもあるためベルトで閉めることも可能です）

後ろ側についた二つの大きなポケットが特徴。ウエストの裏側や、手を入れるポケット
の内側にあしらわれたキナリの生地もポイントです。
トップスインでもすっきりと着られるシルエットとなっています。

size
material

レディス F
コットン 100％ほか

sizeF　　ウエスト 70/ 総丈 76/ 裾幅 66　※ウエストは伸長します

過去にはパラシュート用の生地としても使われていたパラシュートクロスは、非常に高
密度で耐久性の高い生地です。その名の通り、風を通すことがなく、軽量ながら丈夫で
暖かく着ていただけるパンツです。

「パラシュートクロス」は、「ダウンプルーフコットン」と同レベルの超高密度の生地を、
より太い糸を使って織り上げていることから、しっかりとした質感と温かみがあります。
軽量で保温性も備え、秋冬を中心に幅広いシーズンで着用いただける生地感です。ふっ
くらとした生地表面の風合いにより、この上ない肌触りを楽しんでいただけます。

ウエストまわりはタックが入ったゆったりとしたシルエットで、裾にかけて細身になっ
たテーパード型となっています。ウエストはゴム仕様、紐で調節が可能でどなたでも穿
きやすい仕様です。

size
material

ユニセックス 1.2
コットン 100％

size1　ウエスト 75/ 股上 27/ 股下 72/ わたり幅 30 （メンズ S / レディスM相当）
size2　ウエスト 78/ 股上 28/ 股下 75/ わたり幅 31（メンズM～ L相当 / レディス L相当）
　　　 ※ウエストは伸長します



タテ糸にコットン、ヨコ糸にウールと素材を織り分けた、あたたかなコットンウール素
材のパンツです。表面に凹凸感が生まれるほど超高密度で織り上げた生地で、特別な風
合いを持ちます。軽量ですが高い保温性を備え、幅広いシーズンで着用いただけるもの
です。

股上が深くとられた 8分丈のゆるいシルエットで、下がり気味についたポケットの位置
がかわいいデザインです。ウエストまわりはジップ＆ゴム仕様で、どなたでもはきやす
い仕様となっています。

ウールの糸には縮みが生まれないよう特別な加工をほどこしたもので、自宅の洗濯機で
洗うことができるウォッシャブルウールです。（中性洗剤を使用して単独洗い）

ウォッシャブルウールコットン 8分丈パンツ 503

size
material

ユニセックス F
コットン 55％/ ウール 45%

sizeF　ウエスト 72/ 股上 49/ 股下 27　　※ウエストは伸長します

旧式の「シャトル織機」を使って織られた、世界的にも極めて希少なコーデュロイ素材
を使ったパンツです。大きなシャトルが糸を運び、時間をかけて織られた高密度な「シャ
トルコーデュロイ」は、あたたかみのある豊かな風合いと柔らかさ、そして高い耐久性
を持った特別な生地です。

シャトル織機はタテ糸を大きく開口させてシャトルを運ぶため、表面に立体感のある豊
かな風合いが生まれます。温かみのある風合いは、コーデュロイの素材感を一層引き立
ててくれます。
ウエストまわりはタックが入ったゆったりとしたシルエットで、裾にかけて細身になっ
たテーパード型となっています。ウエストはゴム仕様、紐で調節が可能でどなたでもは
きやすい仕様です。

シャトルコーデュロイパンツ 501

size
material

ユニセックス 1.2
コットン 100％

size1　ウエスト 75/ 股上 27/ 股下 72/ わたり幅 30 （メンズ S / レディスM相当）
size2　ウエスト 78/ 股上 28/ 股下 75/ わたり幅 31 （メンズM～ L相当 / レディス L相当）
　　　 ※ウエストは伸長します

贅沢に生地を使用したゆったりシルエットのワイドパンツで、はき心地は抜群です。
ウエストは紐で調整ができ、ブラウスやカットソー・ニットなど、トップスを選ばないコー
ディネイトで重宝していただけます。

裾をロールアップしても、ラフな着こなしを楽しんでいただけておすすめです。
ユニセックスサイズで男女どちらでも着用いただけるデザインです。

パラシュートクロス、バフクロスなど、様々な素材のバリエーションを楽しむことがで
きます。

ワイドパンツ 504

size
material

ユニセックス F
コットン 100％

sizeF　　ウエスト 73/ 股上 37/ 股下 63　※ウエストは伸長します

高密度で丁寧に織った生地のスカートパンツは、スカートのようにはけるワイドパンツ
です。やわらかコットン、オーガニックコットン、綿ウールタイプライタークロス、
みじんコール、シャトルリネンなどさまざまな生地を楽しんでいただくことができます。

スカートのようなシルエットだけど、パンツなので動きやすく楽ちん。落ち感のある生
地をたっぷりと贅沢に使った、ゆったりスカートパンツです。

スカートパンツ 505

size
material

レディス F
コットン 100％ほか

sizeF　　ウエスト 74/ 股上 39/ 股下 51/ 裾幅 45　　※ウエストは伸長します



旧式の「シャトル織機」を使って織られた、世界的にも極めて希少なコーデュロイ素材
を使ったワークパンツです。大きなシャトルが糸を運び、時間をかけて織られた高密度
な「シャトルコーデュロイ」は、あたたかみのある豊かな風合いと柔らかさ、そして高
い耐久性を持った特別な生地です。シャツ生地のような薄くしなやかな「みじんコール」
もラインナップします。

どなたでも楽ちんに、すっきりとしたシルエットで着ていただけるパンツで、少しロー
ルアップしてはいていただくのもおすすめです。後ろについたポケットのボタンもポイ
ント。前ポケット２つ、バックポケットも 1 つ付きで機能性も抜群。バックポケットに
ついた大きめボタンもポイントです。

シャトルコーデュロイイージーワークパンツ 507

size
material

ユニセックス F
コットン 100％

sizeF　　ウエスト 70/ 股上 31/ 股下 67/ 腿幅 30/ 裾幅 19　　※ウエストは伸長します

高級ウールの世界的な産地、尾州で織られた縮絨ウールフランネル素材です。尾州産地
の技術により、通常は廃棄されるウールをリサイクルした再生ウールで環境にやさしい
特別な素材です。

水と熱を加え揉み込み縮ませることで強度・保温性を生み出すのが縮絨加工。抜群の柔
らかさが生まれます。一般的には片面だけ起毛することが多いウールフランネルですが、
HUIS では両面を起毛させることでより暖かさと柔らかさが生まれる特別な生地です。

どなたでも楽ちんに、すっきりとしたシルエットで着ていただけるパンツで、少しロー
ルアップしてはいていただくのもおすすめです。後ろについたポケットのボタンもポイ
ント。前ポケット２つ、バックポケットも 1 つ付きで機能性も抜群。バックポケットに
ついた大きめボタンもポイントです。

縮絨ウールフランネルイージーワークパンツ 507

size
material

ユニセックス F
ウール 70％/ ポリエステル 15％/
アクリル 10％/ ナイロン 5％

sizeF　　ウエスト 70/ 股上 31/ 股下 67/ 腿幅 30/ 裾幅 19　　※ウエストは伸長します

旧式の「シャトル織機」を使って織られた、世界的にも極めて希少なコーデュロイ素材
を使ったワークパンツです。大きなシャトルが糸を運び、時間をかけて織られた高密度
な「シャトルコーデュロイ」は、あたたかみのある豊かな風合いと柔らかさ、そして高
い耐久性を持った特別な生地です。

ウエストからもも周りにかけてはゆったりとしたサイズ感ではき心地がよく、裾にかけ
てテーパードがかかることですっきりとしたシルエットが生まれます。少しロールアッ
プしてはいていただくのもおすすめです。ウエストはゴムと紐で調節が可能ですので、
どなたでも快適にはいていただくことができます。
バックポケットは右にパッチポケット、左にスラッシュポケットをあしらったアシンメ
トリーなデザインで、シンプルながらも存在感のあるパンツです。フリーサイズ＆ユニ
セックスでご愛用いただけます。

シャトルコーデュロイイージープレーンパンツ 510

size
material

ユニセックス F
コットン 100％

sizeF　　ウエスト 72/ 股上 31/ 股下 66/ 腿幅 29/ 裾幅 16　　※ウエストは伸長します

どなたでも楽ちんにはける快適性と、すっきりとしたシルエットが特徴のイージープレー
ンパンツ。バフクロスとパラシュートクロスの太番手＆超高密度で織られた特別な生地
でのラインナップとなります。

ウエストからもも周りにかけてはゆったりとしたサイズ感ではき心地がよく、裾にかけ
てテーパードがかかることですっきりとしたシルエットが生まれます。少しロールアッ
プしてはいていただくのもおすすめです。ウエストはゴムと紐で調節が可能ですので、
どなたでも快適にはいていただくことができます。
バックポケットは右にパッチポケット、左にスラッシュポケットをあしらったアシンメ
トリーなデザインで、シンプルながらも存在感のあるパンツです。フリーサイズ＆ユニ
セックスでご愛用いただけます。

イージープレーンパンツ 510

size
material

ユニセックス F
コットン 100％

sizeF　　ウエスト 72/ 股上 31/ 股下 66/ 腿幅 29/ 裾幅 16　　※ウエストは伸長します



しなやかで柔らかな「みじんコール（シャトルコーデュロイ）」を贅沢にたっぷりと使っ
たパンツです。しっとりとした質感があり、おどろくほど軽量なので、着心地は抜群です。

「みじんコール」は、「微塵（みじん）コール天」の略称として、産地で呼ばれてきた愛称です。
旧式のシャトル織機でゆっくりと織られた「シャトルコーデュロイ」の中でもシャツ生
地に近く、手に触れてすぐにわかる極上のしなやかさと柔らかさをもった生地です。

定番のバルーンパンツをベースに股上を深くとったサルエルパンツで、たっぷり使った
みじんコール生地のしなやかな落ち感が、独特なシルエットを生みます。背面の左右に
ついた大きめのパッチポケットもポイントです。

みじんコールサルエルバルーンパンツ 511

size
material

ユニセックス F
コットン 100％

sizeF　　ウエスト 73/ 股上 62/ 股下 31/ 裾幅 23　※ウエストは伸長します

ダウンの羽すらも通さない、超高密度の生地「ダウンプルーフコットン」を使ったオーバー
コートです。生地をたっぷりと使ったゆったりとしたシルエットで、ユニセックスで着
用いただけるデザインです。

また、2 枚仕立ての裏地付きになったコートで、裏地はキナリの生地があしらわれてい
ます。表地のダウンプルーフコットンが風を防ぎ、2 枚生地の内側に暖かな空気が保た
れることから、ふかふかとして軽量でも暖かく機能的なコートとなっています。

ノーカラーのすっきりとしたシンプルなデザインで袖を折り返して裏地を見せて着ていた
だくのもおすすめ。ステッチにはわざと吊ったようなパッカリング加工をかけていること
から、生地表面に自然なシワ感が生まれ、着用した時に立体感のある表情が生まれます。

ダウンプルーフコットンふかふかオーバーコート 305

size
material

ユニセックス F
コットン 100％

sizeF　　肩幅 75/ 着丈 100/ 身幅 72/ 袖丈 43

ヤクは標高 3000m 以上、氷点下 30 度の氷雪原に住む動物です。極寒の生活に耐える
ため3mある体の表面は蹄あたりまで長くて厚い毛に覆われていますが、糸にできるヤク
の毛は 1頭からわずか 100g程度。貴重な高級天然繊維です。
ヤクウール綾ネルは、ヤクの柔らかく暖かな毛と上質なコットンをブレンドした糸をシャ
トル織機で柔らかく織り上げ、両面を起毛した特別な生地。極上の柔らかさと軽さを味
わっていただくことができます。

シンプルなデザインのアトリエジャケットで、小さめの襟が特徴です。襟を折った形でも、
寝かしたままでも、お好みのスタイルで着用いただけます。
すっきりとしたラインできれいな着用シルエットが生まれる一方、ラグラン丈で見た目
よりもゆったりとした肩周りとなっているため、どなたにもストレスなく着用いただく
ことができます。流行りに関わらず長く愛用していただけるデザインです。

ヤクウール綾ネルアトリエジャケット 307

size
material

ユニセックス F
コットン 88%/ ヤクウール 12%

sizeF　　着丈 60/ 身幅 59/ 裄丈 77

ダウンの羽すらも通さない、超高密度の生地「ダウンプルーフコットン」を使ったシン
プルなフードコートです。ダウンの羽も通さないほどの超高密度で織ったコットン生地
で、生地にはハリ感がありますが、肌触りはなめらかで柔らかく、“コシがありながら
もしなやか ”な着心地の良い素材感となっています。軽量ながら超高密度のため風を通
さず、幅広いシーズンに重宝していただけます。

ステッチにはわざと吊ったようなパッカリング加工をかけていることから、生地表面に
自然なシワ感が生まれ、着用した時に立体感のある表情が生まれます。前合わせは比翼
型でダブルジップの仕様、フードはジップで取り外しが可能となっています。
ラグランタイプのユニセックスフリーサイズで、ゆったりとしたサイズ感のため、イン
ナーにアウターを重ねることも可能です。男女問わず着用いただけるデザイン＆サイズ
感です。

ダウンプルーフコットンパッカリングフードコート 304

size
material

ユニセックス F
コットン 100％

sizeF　フード下中央～袖先 82/ 身幅 60/ 着丈 92



ヤクは標高 3000m 以上、氷点下 30 度の氷雪原に住む動物です。極寒の生活に耐える
ため3mある体の表面は蹄あたりまで長くて厚い毛に覆われていますが、糸にできるヤク
の毛は 1頭からわずか 100g程度。貴重な高級天然繊維です。
ヤクウールコーデュロイは、ヤクの柔らかく暖かな毛と上質なコットンをブレンドした
糸をシャトル織機で柔らかく織り上げた特別なコーデュロイ生地。極上の柔らかさと軽
さを味わっていただくことができます。

デザインは、シンプルなジップアップブルゾンで、高めに設定された襟が首元を包み込
んでくれます。柔らかな太畝コーデュロイが、暖かく体を包みこんでくれます。

ヤクコーデュロイジップブルゾン 310

size
material

ユニセックス F
コットン 87%/ ヤクウール 13%

sizeF　　肩幅 51/ 着丈 61/ 身幅 57/ 袖丈 51

size
material

レディス F
ウール 70％/ ポリエステル 15％/
アクリル 10％/ ナイロン 5％

高級ウールの世界的な産地、尾州で織られた縮絨ウールフランネル素材です。尾州産地
の技術により、通常は廃棄されるウールをリサイクルした再生ウールで環境にやさしい
特別な素材です。

水と熱を加え揉み込み縮ませることで強度・保温性を生み出すのが縮絨加工。抜群の柔
らかさが生まれます。一般的には片面だけ起毛することが多いウールフランネルですが、
HUIS では両面を起毛させることでより暖かさと柔らかさが生まれる特別な生地です。

デザインは、ノーカラーのすっきりとミニマルなデザイン。比翼仕様のため、ボタンを
とめた時と開けて着た時のそれぞれ違った雰囲気を楽しめます。アームホールにゆとり
があるため、中に着込んでもかさばることなく着心地の良いサイズ感となっています。
フォーマル＆カジュアル問わずに重宝していただけるショートコートです。

縮絨ウールフランネルノーカラーショートコート 312

sizeF　　肩幅 52/ 着丈 54/ 身幅 51/ 袖丈 58

ヤクは標高 3000m 以上、氷点下 30 度の氷雪原に住む動物です。極寒の生活に耐える
ため3mある体の表面は蹄あたりまで長くて厚い毛に覆われていますが、糸にできるヤク
の毛は 1頭からわずか 100g程度。貴重な高級天然繊維です。
ヤクウール綾ネルは、ヤクの柔らかく暖かな毛と上質なコットンをブレンドした糸をシャ
トル織機で柔らかく織り上げ、両面を起毛した特別な生地。極上の柔らかさと軽さを味
わっていただくことができます。

デザインは、ふちにパイピングがあしらわれたシンプルなアウターブルゾン。上品なア
ンティークボタンもポイントです。やわらかくしなやかな着心地で、中間着としても重
宝するため、秋・冬・春の３シーズンにわたって快適に使っていただくことができます。

ヤクウール綾ネルパイピングブルゾン 313

size
material

ユニセックス F
コットン 88%/ ヤクウール 12%

sizeF　　肩幅 49/ 着丈 63/ 身幅 56/ 袖丈 53

高級ウールの世界的な産地、尾州で織られた縮絨ウールフランネル素材です。尾州産地
の技術により、通常は廃棄されるウールをリサイクルした再生ウールで環境にやさしい
特別な素材です。

水と熱を加え揉み込み縮ませることで強度・保温性を生み出すのが縮絨加工。抜群の柔
らかさが生まれます。一般的には片面だけ起毛することが多いウールフランネルですが、
HUIS では両面を起毛させることでより暖かさと柔らかさが生まれる特別な生地です。

デザインは定番の U102 ワイドブラウスをベースに、アウターへと仕立てたゆったりと
したシルエットのワイドショートコート。フランネルの柔らかで落ち感のある素材感が、
特別なシルエットを生みます。袖をまくっても合わせやすく、流行りに関わらず長く愛
用していただけるデザインです。

縮絨ウールフランネルワイドショートコート 311

size
material

ユニセックス F
ウール 70％/ ポリエステル 15％/
アクリル 10％/ ナイロン 5％

sizeF　　肩幅 72/ 着丈 62/ 身幅 66/ 袖丈 38



羽根のように軽く、ふんわりとした肌触りが特徴のウール素材のあったかストールです。
低速のシャトル織機によりゆっくりと時間をかけて織ることで、生地表面に大きな凹凸
感が生まれる特別なウール素材です。こうして生まれる独特な風合いのウール素材は、
生地の間に空気の層をまとい、他では得ることのできない軽さと暖かさを兼ね備えます。

ゆったりとした大判のウールストールで、両端はわずかに傾斜をつけたカッティングの
デザインにすることで、巻いたときに自然な動きが生まれるストールとなっています。

ウォッシャブルウールのため、ご家庭の洗濯機で気がねなくお洗濯していただけます。
（※中性洗剤をご使用のうえ単独洗い）

ウォッシャブルウールストール

size
material

ユニセックス F
ウール 100％
（ウォッシャブルウール）

幅 60/ 長さ 190

超難度の極細ウール糸を、遠州織物の技術とシャトル織機で実現した特別な綾織生地。
極上の繊細さを持つ糸からは軽く柔らかい生地が生まれ、ウールのもつ保温性と吸湿性
のため一年を通して快適に過ごすことができます。極細糸を綾織することで、適度な肉
感を持ったしなやかで高級感のある極上のウール生地です。

ゆったりとした大判のウールストールで、両端はわずかに傾斜をつけたカッティングの
デザインにすることで、巻いたときに自然な動きが生まれるストールとなっています。

極細ウールツイルストール

size
material

ユニセックス F
ウール 100％

幅 58/ 長さ 180

スマートフォン手帳型ケース

スマートフォンガラスケース

iphone 用の手帳型ケース。
PUレザーの高級感のある仕様で、素材とステッチに拘ったシンプルなデザインに仕上げ
ています。

3枚分のポケットカードホルダー＆内臓ポケット付きで、カード収納も便利に使用いた
だけます。

なお、iphone のほかにも各種スマートフォンケースについて受注生産を承っています。

size

color
material

iphone14/14pro/13/13pro/13mini/12/12pro/12mini/11/11Pro/XR/
XS/X/8/7/ 新 SE/11ProMax/XS Max/8Plus/7Plus 用
白
PUレザー

背面の強化ガラスは、プラチナと同等の硬度を持つ 9H の強化ガラスを使用しています。
キズや指紋がつきにくく滑らかで美しいガラスの質感を味わうことができます。
側面は TPU（柔らかい素材）を仕様しており、耐衝撃にもすぐれた設計です。（ストラッ
プホール付）

また、落下時にディスプレイ部分や角の部分を保護できるよう、縁はディスプレイ面よ
りもわずかに高く設計されているので、ダイレクトにディスプレイ面に衝撃が加わる可
能性が軽減されます。ディスプレイ部分をガラスシートやフィルムで覆っておくことで、
落下時の破損を全方向から大きく軽減してくれます。

size

color
material

iphone14/14pro/13/13pro/13mini/12/12pro/12mini/11/11Pro/XR/
XS/X/8/7/ 新 SE/11ProMax/XS Max/8Plus/7Plus 用
白
背面：強化ガラス
側面：TPU



ユニセックスフリーサイズでどなたにもストレスなくはいていただけるパンツです。
リラックスして着用いただけますが、シルエットはすっきりと細身にまとまるゆるやか
なテーパードスタイルとなっています。

どなたでも楽ちんに、すっきりとしたシルエットで着ていただけるパンツで、少しロー
ルアップしてはいていただくのもおすすめです。後ろについたポケットのボタンもポイ
ント。前ポケット２つ、バックポケットも 1 つ付きで機能性も抜群。バックポケットに
ついた大きめボタンもポイントです。

イージーワークパンツ 507

size
material

ユニセックス F
コットン 100％

sizeF　　ウエスト 70/ 股上 31/ 股下 67/ 腿幅 30/ 裾幅 19　　※ウエストは伸長します

旧式の「シャトル織機」を使って織られた、世界的にも極めて希少なコーデュロイ素材
を使ったバルーンパンツです。

大きなシャトルが糸を運び、時間をかけて織られた高密度な「シャトルコーデュロイ」は、
あたたかみのある豊かな風合いと柔らかさ、そして高い耐久性を持った特別な生地です。

もも周りにたっぷりと生地を使用したバルーンパンツで、裾に向けてテーパードがかかっ
たきれいなラインのシルエットです。8～9 分丈くらいの丈感で、少しロールアップし
てはいていただくのもおすすめです。右後ろについた下がり気味のポケットがポイント。

ウエストはゴムと紐で調整ができ、どなたでもゆとりを持って着用いただけるパンツで
す。ユニセックスで着用いただけるものになっています。

シャトルコーデュロイバルーンパンツ 506

size
material

ユニセックス F
コットン 100%

sizeF　ウエスト 75/ 股上 37/ 股下 49/ 腿幅 35/ 裾幅 23　　※ウエストは伸長します

HUIS 定番のバルーンパンツ。バフクロスとパラシュートクロスの太番手＆超高密度で
織られた特別な生地でのラインナップとなります。

もも周りにたっぷりと生地を使用したバルーンパンツで、裾に向けてテーパードがかかっ
たきれいなラインのシルエットです。8～9分丈くらいの丈感で、少しロールアップし
てはいていただくのもおすすめです。右後ろについた下がり気味のポケットがポイント。

ウエストはゴムと紐で調整ができ、どなたでもゆとりを持って着用いただけるパンツで
す。ユニセックスで着用いただけるものになっています。

バルーンパンツ 506

size
material

ユニセックス F
コットン 100％

sizeF　ウエスト 75/ 股上 37/ 股下 49/ 腿幅 35/ 裾幅 23　　※ウエストは伸長します

高級ウールの世界的な産地、尾州で織られた縮絨ウールフランネル素材です。尾州産地
の技術により、通常は廃棄されるウールをリサイクルした再生ウールで環境にやさしい
特別な素材です。

水と熱を加え揉み込み縮ませることで強度・保温性を生み出すのが縮絨加工。抜群の柔
らかさが生まれます。一般的には片面だけ起毛することが多いウールフランネルですが、
HUIS では両面を起毛させることでより暖かさと柔らかさが生まれる特別な生地です。

もも周りにたっぷりと生地を使用したバルーンパンツで、裾に向けてテーパードがかかっ
たきれいなラインのシルエットです。8～9 分丈くらいの丈感で、少しロールアップし
てはいていただくのもおすすめです。右後ろについた下がり気味のポケットがポイント。

縮絨ウールフランネルバルーンパンツ 506

size
material

ユニセックス F
ウール 70％/ ポリエステル 15％/
アクリル 10％/ ナイロン 5％

sizeF　ウエスト 75/ 股上 37/ 股下 49/ 腿幅 35/ 裾幅 23　　※ウエストは伸長します



h t tps : / / 1 -hu i s . s to re s . jp

H U I S  o n l i n e s t o r e

全国一律送料無料

オンラインストアでの新作リリース情報やキャンペーン、イベント情報などを
FACEBOOK & Instagram ＆ LINE@で配信しています。

東京都千代田区丸の内2- 4 - 1  丸ビル4F（ga r a g e内） 
※2022年12月OPEN予定

2 _ Y O K O H A M A  s h o w r o o m
-横浜ショールーム-

福岡県福岡市西区姪浜3- 1 1 - 5（COMBLE内）
11:00～19:00（日曜のみ～18:00）
Wednesday，second&third Sunday

5 _ F U K U O K A  s h o w r o o m
-福岡ショールーム-

1 _ T O K Y O  s h o w r o o m
-東京ショールーム-

神奈川県横浜市神奈川区金港町1-10  横浜ベイクォーター3F（non i内）
11:00～20:00

東京都立川市緑町3- 1  GREEN  SPR INGS  E 2 - 2 0 8（Ru s t内）
11:00～19:00

3 _ TA C H I K A WA  s h o w r o o m
-立川ショールーム-

愛知県豊橋市曙町南松原17（ga r a g e内）
10:00～19:00

4 _ T O Y O H A S H I  s h o w r o o m
-豊橋ショールーム-


