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「 日 常 」 を つ く る 長 い旅

世界的にも希少な「シャトル織機」

は、最新の近代織機と比較して 20 〜 30 倍

繊維業界の中でそれだけの価値が認められ

もの時間がかかると言われています。〇〇

ています。世界的にも希少な「シャトル織

先日の名古屋髙島屋さんでの催事「NUNO

倍という表現では、少しイメージしづらい

機」で織られた生地に、世界中の高級ブラ

フェスティバル」は、布をテーマにしたも

ものですが、つまり、通常は１日で織る生

ンドが自然と行き着くのには、こうした理

のだったこともあり、興味を持ってご来場

地を、１ヶ月近くもかけて織っている。と

由があるのです。

いただいた方々も多く、HUIS にとっては

いうことです。それだけの途方もない時間

HUIS は、遠州という地域の中で生地を直

これまで以上にたくさんのお客さまにお届

をかけることで初めて生まれる、特別な生

接仕入れることができることで、こうした

けすることのできた 6 日間となりました。

地なのです。

世界的な最高級の生地を使わせていただき

そんなお客さまと日々お話させていただく

ただ、生地生産にそれだけの時間がかかっ

ながらも、手の届きやすい価格帯に留め、

中で感じたこともたくさんあり、雑多な内

ているということは、需給バランスで成る

日常着として使ってもらえること、産地や

容になってしまいますが、感じたことを今

経済社会の中で、それだけの付加価値がつ

生地背景を感じてもらえることをコンセプ

回は少し書き留めて見たいと思います。

いて流通されているということです。ごく

トしています。名古屋での 6 日間は、こう

ごく単純な計算で考えれば、20 倍から 30

した品質と私たちの想いを理解していただ

HUIS は、高級シャツ生地の産地として知

倍の付加価値。この機屋さんが生み出す生

くことのできた、大切な 6 日間となりまし

られる「遠州織物」を使っていますが、そ

地、その耐久性・機能性と心地よさには、

た。

の中でも旧式の「シャトル織機」で生地を
織る、遠州のある機屋さんの生地を使わせ
ていただいています。
シャトル織機は低速で織ることから、極め
て細い糸を超高密度で織ることができま
す。多くの糸量を使うことから耐久性が高
く、また、驚くほど柔らかく上質な質感が

2018-06-07

生まれます。通常は、こんなにも細く、こ
んなにも高密度に織られた生地を、目にす
ること、手にすることはほとんどありませ

シャトル織機で織る 唯一無二の生地

ん。それは、
「シャトル織機」によってシャ
ツ生地を織る機織り工場は、世界でもほと
んどないからです。今ではもう製造されて
いない、価値ある旧式の「シャトル織機」
だからこそ生まれる、様々な機能性と心地
よさを持った特別な生地なのです。
一方で、低速のシャトル織機での生地生産
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この機屋さんのすごさは、織機が近代化し

でもここでしか織ることのできない、唯一

らない、大切な価値だと私たちは思ってい

技術革新が行われていく時代の中で、旧式

無二の生地を作り続けてきたのです。

ます。シャトル織機の様子は、掲載いたし
ました HUIS のプロモーション MV でご紹

のシャトル織機を使い、さらには改良をし
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介していますのでぜひご覧ください。

続けて来たことにあります。

髙島屋さんでお話しさせていただいたたく

何倍も、何十倍も早く織ることのできる織

さんの方々から、こんなお話をよく聞かせ

機が開発され、他社が設備を入れ替えてい

ていただきました。昔の服は生地が良く、

https://www.youtube.com/watch?v=nWo

く。他方、積み重ねられた技術を受け継い

おじいさんおばあさんの服は洗っても洗っ

DR_8QsQI&feature=youtu.be

できた遠州の職人さんは、効率化の一方で

ても何年も何十年も、一生着られる服だっ

失われてしまう大切なもの＝風合いや耐久

た。その頃の生地と、すごくよく似た風合

性といった価値に重きを置いて、実直にこ

いだと。HUIS の扱わせていただいている

れまでどおりの生地を織り続けてきまし

生地は、まさにその生地です。たっぷりの

た。むしろ、その価値をさらに高めるため、

糸を、ゆっくりじっくりと高密度に織り上

独自にシャトル織機をカスタマイズし、よ

げ、“丈夫”で“最高に心地の良い”生地。

り細い糸を、より高密度で織れるよう改良

洗いをかけることで、一層風合いを増し、

をし続けてきました。

ずっと長く着続けられる服。まだそんな大

高速で、低密度に、効率よく織るのが繊維

切な生地が、この日本で織られています。

業界における“技術の革新”です。まさに

担い手が高齢化し、技術が次々と絶えてし

時代と逆行する道を突き進むことで、世界

まう時代の中で、次世代に残さなければな
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2 7 k mの糸
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HUI S インスタライブと【 産 地 応 援キャンペーン】を開 催

コロナ禍における【産地応援キャンペーン】
4/11（ 土）浜松ショールームからお送りす
る【インスタライブ】は、春夏の新商品を
ご紹介していきたいと思います。今回初
の試みとなる HUISのインスタライブで
すが、今回はフォトグラファーで HUISの
着用モデルとしても協力いただいている
monchouchouのたないりほさんと一緒に、
新作商品を着用しながらたくさんご紹介し
ていきたいと思います。
ここからは、少し深刻なお話しをさせてく
ださい。ご存知のように、新型コロナの影
響で現在、国内にも大変な状況が広がって
います。そして、アパレル業界において
も、まさに未曾有の大事態が到来していま
す。外出規制の中で売り場のほとんどが通
常のように動かず、また生産体制も大きな
混乱の中にあります。遠州織物を基に、地
域発・産地発のブランドして活動してきま
した HUISにとっても、こうした状況はまっ
たく変わりありません。
今春出展を予定しておりました、4月以降
20箇所以上のイベントが現在ひとつひとつ

超極細糸のゆるふわコットン

織り込まれている
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また、アパレル業界が未曾有の不況に巻き

況の中で、HUISに関わっていただけてい

取扱店さんも多くが営業を停止されてお

込まれる中で、遠州産地を支えて来た機織

るみなさんとともに、未来につながること

HUISのブラウス一着には、約“27km”の

り、このまま続いた場合、秋以降 HUISの

り工場さんたちにも、今後大きな影響が生

へ取り組んでいければと思っています。

100番手の糸が織り込まれています。

事業継続も危ぶまれる状況にきています。

まれてくると思います。

HUISの春夏アイテムの中でも毎シーズン

“27m”ならわかりやすいのですが、
“27km”

今、感染拡大が広がり、外出の自粛が必要

私たちは、“服”のこと、“服づくり”のこ

インスタライブ の配信は、11:00〜と 14:00

好評いただいている「ゆるふわコットン」。

というと少しイメージがしづらいですよ

となる中で、ご自宅で過ごされることが多

とが大好きです。そして、遠州織物の歴史

〜の２部制でお送りさせていただきます。

こちらの生地は、100番手という超極細糸

ね。27kmの距離は、ちょうど東京ドーム

くなっていると思います。この先も、この

と技術を知り、その柔らかな肌触り、特別

なにぶん初のインスタライブですので、な

が高密度で織られた生地です。

を３周半、東京駅から横浜駅までの距離に

状況はまだしばらく続くでしょう。

な風合い、心地よさに惹かれて HUISをス

にかとうまくいかないこともあるかと思い

相当するそうです。これだけ途方もない長

どうしても、気持ちが暗くなったり、塞ぎ

タートしました。

ますが、ぜひ温かい目で見守っていただけ

イベントなどでは、この 100番手の糸の実

さの糸がブラウス一着に織り込まれた、特

込みがちになってしまう状況だと思いま

HUISというブランドを立ち上げることが

ると嬉しいです。

物をご覧いただいていますが、まるで蜘蛛

別な生地なのです。

す。でも、そんな暮らしの中で、少しでも

できた私たちにとって恩人と言えるのは、

オンラインストアに掲載できていないアイ

気持ちを明るくできるもの、ワクワクと楽

積み重ねられた技術で昔ながらのこうした

テムもたくさん入荷していますが、インス

の糸のような細さに驚いていただくことが

「ゆるふわコットンスカート」には約40kmもの糸が

中止となっています。また、都内を中心に

多いです。通常、これだけ細い糸を織っ

旧式のシャトル織機でゆっくりと織るから

しい気持ちをもたらしてくれる“服”の存

生地を作り続けてこられた遠州の機織り職

タライブの配信までには一通りのご注文が

た生地は透き通るような透け感が生まれま

こそ実現できる、唯一無二の生地。

在は、とても大きいものだと思います。こ

人さんたちです。

できるよう準備させていただきます。ぜひ、
楽しみにお待ちくださいね。

す。一方、HUISの「ゆるふわコットン」は、

「ゆるふわコットン」を使った HUISのアイ

うした状況を踏まえ、今回のインスタライ

私たち自身もこの先のことはまだわかりま

透け感ができるだけ少なくなるよう、限界

テムは、これから気温の上がる夏シーズン

ブでは、【ステイホーム＆産地応援キャン

せんが、少しでも恩返しできればという想

まで密度を高めて織っています。

にぴったりです。

ペーン！】を企画させていただくことにし

いから、今回のキャンペーンの売上の一部

超極細糸をそれだけの密度で織りあげる。

ぜひオンラインストアでご覧になってみて

ました。

を、遠州産地へ寄付させていただきます。

そのためには、一般的な生地では考えられ

ください。

自宅で過ごすご家族、あるいは連絡をとり

国内に産地と言われるところは多くありま

ないほどの長い時間と、糸の長さが必要に

あっているお友達などと一緒に、HUISの

すが、遠州においても今後、存続に向けて

なります。いったいどれほどの長さの糸が

生地の風合いをたっぷりと味わってもらえ

大きな転機が到来すると思います。

使われているのか？

れば嬉しいです。

微々たる力かもしれませんが、こうした状
HUIS. Journal
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大 変 人 気の生 地となっていたウール 1 0 0 % の素 材
「ウォッシャブルウール」

2020-09-04

世 界 的にも希 少な生 地 「シャトルコーデュロイ」

国内唯一のコーデュロイ産地、遠州

ウールやカシミアなど、動物性の繊維はも

コーデュロイ産地となっているのには、こ

他に代えることのできない最高級ウール

HUISでは、いずれの工程も国内で行なっ

こちらのウォッシャブルウールの糸につい

ともと身体をあたためるために発達した素

うした大きな理由があるのです。

ています。身近にあるからこそ、苦しい状

ては、現状でできる一定量を確保できるよ

20AWの目玉、新たな生地の「シャトルコー

材で、素材そのものに保温性があります。

その遠州の中でも、最も古い織機である

HUISの中でも、大変人気の生地となって

況をお聞きする機会があります。

う動いているところですが、今後継続的な

デュロイ」のアイテムがいよいよ展開ス

一方、植物由来のコットン生地は、吸水性

「シャトル織機」を使って織る機織り工場

いたウール 100%の素材「ウォッシャブル

産地の機織り工場や縫製工場においても、

生産が難しくなってしまいました。残念で

タートとなりました。

を持つなど春夏に適した素材と言われま

は１件のみしか残されていません。世界的

ウール」。

今秋、同じように廃業を決められた業者さ

はありますが、ご理解のほどよろしくお願

平織りでも希少となっている旧式の「シャ

す。そのため、綿織物の産地である遠州は、

にも、特に希少な生地です。では「シャト

先日もお伝えしておりましたが、大変残念

んがおられます。HUISは大きな規模の経

いいたします。

トル織機」で織られた生地ですが、コーデュ

春夏生地がメインの産地でもあります。

ルコーデュロイ」によって織られる生地は、

なことについ先月、糸を供給していただい

営体ではありません。ですから大きな力は

ロイ生地については特に貴重なものです。

そのコットンを元に、秋冬向けの素材とし

どんなコーデュロイなのか？

ていた紡績会社さんが事業継続を断念され

ありませんが、生産現場に携わる方からご

ました。

愛用いただけているお客さま、そうした身

て開発されたのがコーデュロイ生地です。
あらためて、ご紹介させていただきますね。

生地表面に畝（うね）を作り、その畝が熱

まず、シャトル織機はタテ糸を大きく開口

こちらの原料になっていた糸は、世界的な

の回りで関わっていただける方に少しでも

現在、アパレル業界において流通するコー

を溜め込んでくれるため、綿の肌触りの気

させてシャトルを運ぶため、表面に立体感

ウール産地として知られている愛知県一宮

恩返しできるよう、そんな想いで今後も活

デュロイ生地は、そのほとんどが中国にお

持ちよさと、暖かさを同時に味わうことが

のある豊かな風合いが生まれます。温かみ

市の「尾州産地」で作られていた糸で、産

動を続けていきたいと思っています。

いて高速織機により効率的に織られた生地

できます。遠州産地が、一年を通してシー

のある風合いは、コーデュロイの素材感を

地の中でも随一の高品質な梳毛ウール糸を

です。

ズンに適した素材を提供し続けられる理由

一層引き立ててくれます。

生み出している会社さんでした。

そうした中、日本国内で唯一のコーデュロ

です。

また、ゆっくりと時間をかけて織ることで、

イ産地である「遠州」において昔ながらの

超高密度で織り上げることができます。時

日本国内のアパレル向け繊維産地と言われ

織機で織られた生地は、一般的なコーデュ

ただ、コーデュロイ生地は生地表面にルー

間と糸量を贅沢に使ったシャトルコーデュ

るところは今ではわずかとなってしまって

ロイ生地とは一線を画す品質の生地とし

プを作って織る専門的な織り方であり、さ

ロイは、高い耐久性を持ち、コーデュロイ

いますが、今もなお作られているものはど

て、世界的に評価されています。国内シェ

らに織り上げた後「カッチング」と言われ

の欠点である「抜け」や「はげ」が起こりに

れも、海外で作られる大量生産型の生地と

アの実に 95％以上が織られている遠州の

るループひとつひとつを切断する工程を必

くく、美しい毛並みが保たれます。

は一線を画す、高品質な生地ばかりです。

コーデュロイ生地は、非効率な織機を使っ

要とします。この「カッチング」にも熟練

堅牢性がありながらも、しなやか・やわら

ですが、今春から続くコロナウイルスは現

てゆっくりと織られ、職人の技術が詰まっ

した職人の技術が必要となるため、コー

かで、履き心地も一味違います。

在も、業界に抗い難いほどの大きな影響を

た高品質な生地として海外の高級ブランド

デュロイ生地の産地を維持するためには、

HUISでは、その一件の機織り工場で直接

与えています。一着の衣服になるためには、

の生地として数多く使われています。綿

大変な苦労があります。

仕入れることができることから、特別な価

糸を作る紡績、糸を織る機織り、そしてデ

（コットン）素材の中で、唯一、素材その

アパレルにおける最高品質の「綿織物」を

格で展開をすることができます。

ザインを形にする縫製、その他様々な工程

ものに保温性を持つのがコーデュロイ素材

扱ってきた遠州には、今なお高い技術が受

世界的にも希少な、至高の「シャトルコー

があり、そのひとつひとつの作業に多くの

です。

け継がれてきています。遠州が国内唯一の

デュロイ」をぜひ味わってみてください。

方が関わってくれています。
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2 つの大 切なお知らせについて

産地が迎えている現状

れた機屋さんのおかげで、もう少しだけこ

も価格を抑えられることが、他にはない強

の生地を使うことができそうです。

みです。ご愛用いただけているお客さまに
も、そうした価値が HUISの大きな魅力に

11月も後半に差し掛かり、今シーズンのリ

10 HUIS. Journal

リースやイベント出展などもいよいよ大詰

もう一つは、来期からの価格についてです。

なっていると感じています。そのため、で

めとなってきました。今年も本当に多くの

これまでもお伝えしておりましたように、

きる限り価格の上昇幅を抑えらえるよう努

お客さまに HUISの服をご愛用いただけて

今年春から続く新型コロナの感染拡大は、

力したいと考えています。ただ、固定の常

いることに感謝の気持ちでいっぱいです。

アパレルの販売現場だけでなく、紡績・機

設店舗やスタッフを持たないなど経費の圧

今日は、今後について２つの大切なお知ら

織り・縫製など、生産現場にも本当に大き

縮に努め、生地品質に特化してきた HUIS

せがあり、投稿させていただきました。

な影響を与え続けています。

にとって、生産原価の大幅な価格上昇が及

こうしたことを受け、今月、生産現場にお

ぼす影響は少なくありません。来期以降の

まず、一つ目は今後生産ができなくなって

けるすべての生地について大幅な値上げが

価格改定は避けられない状況となってしま

しまった「ウォッシャブルウール」につい

発表されました。

いましたことを、恐れ入りますが、ご理解

てです。

これまでも天然素材の原料の価格上昇から

いただければと思います。

今年も秋冬アイテムの人気の中心になって

毎年少しずつ生地値は上がってきてしまっ

いるこちらのウール生地ですが、お知らせ

ていましたが、今回の価格改定幅はこれま

生地産地で直接仕入れられることから価格

しておりましたように、コロナ禍の影響に

でとは異なるものです。

を抑えられるという強みは、今後も変わり

よって糸を供給していただいていた紡績会

様々な関連業者さんの縮小により、資材・

ません。今後いっそう貴重になるであろう

社さんが廃業され、今後生産できない生地

原料の手配、業者さん間での生産工程がこ

「シャトル織機」による生地を、HUISでは

となってしまいました。

れまでのようにいかなくなっていること、

この先も使い続けていきたいと考えていま

ただ、その知らせを受け機屋さんがすぐに

また、旧式のシャトル織機を使っているこ

す。それが、産地である遠州織物のかけが

調整に取り掛かってくれていたことから、

とから、メンテナンスにかかる負担の影響

えのない技術の維持と、発展につながるこ

最後に残っていた糸在庫をある程度確保し

もより大きくのしかかります。これを受け

とだと思っています。

ていただくことができました。まだはっき

て、来期以降の HUISのアイテムについて

これまで以上に工夫できることを考え、産

りとはしませんが、来期のアイテム展開は

も、価格の改定が避けられない状況となっ

地発ブランドとしての事業展開を通してよ

おそらく可能な数量だと思います。今後の

てしまいました。HUISは、世界的な生地産

り良い価値を提供していけるよう、取り組

継続的な生産ができるわけではないのです

地である“遠州”で生地を直接仕入れられ

んでいきたいと思います。

が、大変な状況の中で調整に取り組んでく

ることから、最高品質の生地を使いながら

HUIS. Journal
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１．
生地産地における生地の直接仕入れ

これらは関わっていただけるさまざまな

続けています。その結果、一般的なブラン

HUISでは産地内における機織り現場にお

ショップさん・百貨店さんのご協力のおか

ド運営と比較して、安価な価格設定が可能

いて生地の企画から行うほか、機屋さんか

げです。こうしたことから一般的な店舗の

となるのです。

らの生地の直接仕入れを行なっています。

展開と比較して、大きくコストを削減する

通常は、複数の仲介業者さんを経て商社や

ことができます。

生地メーカー等から既成の生地仕入れを行

2020-11-20

HUIS の価格の秘密について

広告費の削減

うことが一般的である中、こうした形態に

３．
消化率100%のブランド運営

一般的なアパレルブランドでは、カタログ

こだわることで流通における中間コストを

現在のアパレル業界全体における「消化率」

やパンフレットなどのクリエイティブツー

大きく削減することができます。

は 47%と言われています。

ルをデザインの専門業者さんに委託外注を

「消化率」とは、生産された製品全体のう

することで、ブランドイメージの構築や情

２．
固定費を徹底的に排除したブランド展開

ち、実際に売れたものの割合を示すもの

報発信を行います。こうしたブランドの核

一般的なアパレルブランドでは、自社の店

で、シーズンオフのバーゲンやセールなど

となる部分を生み出すツールは数多く、広

先日、生地価格の上昇による来期以降の価

ない強みであることをこれまでもご説明さ

舗を設けて各地域での展開を広げていきま

を含めて、最終的に売れたものにあたりま

告宣伝費には大きな費用が必要となりま

格改定のお知らせをさせていただきました

せていただいてきました。

す。そのため店舗家賃や施設の固定費のほ

す。つまり、作った洋服のうち半分以下し

す。一方、HUISではシーズンごとのカタ

が、さまざまな反響をいただきました。私

繊維やアパレルの業界に精通した方ほど、

か、常駐する販売スタッフさんの人件費な

かお客さまのもとに届かず、半分以上は売

ログ・パンフレット・DMの制作から、撮影・

どが避けられないコストになります。

れ残ってしまっている、ということなので

着用モデルなどすべてを自主制作によって

たちとしては、来期もできるだけ上昇幅を

「この品質の生地を使いながらなぜこうし

抑えられるよう、がんばっていくつもりで

た価格で商品展開をできているのか」とい

これに対して、HUISではオンラインスト

す。これらの売れ残った服はシーズン後に、

行うことで、費用負担を大きく削減するこ

す。また、この話題に関連して「HUISの特

うことを疑問に思われて、売り場などでご

アでの直接販売を中心としています。ま

焼却・廃棄処分されることになります。ま

とができます。

別な価格」について気づきのあった方もお

質問を受けることが多くあります。HUIS

た、実物をご覧になりたいお客さまのため

さに大量生産・大量廃棄の時代にあり、こ

られたそうで、あらためてご説明させてい

では、生地を直接仕入れられる、というこ

には、百貨店や取扱店さまなどご協力いた

の 47%衝撃的な数字だと思います。また、

以上のような大きく４つの工夫を続けるこ

ただければと思い、今日の投稿をさせてい

とを含めて、既存のアパレルブランドさん

だける様々な地域で期間限定のイベント出

半分以上は売れずに廃棄する、という前提

とで、HUISでは「製品原価」以外のコスト

ただきました。

よりも低価格で展開をすることができる 4

展を行うという形で、売り場を補完してい

で作られる服は、原価に対して単純に２倍

を削減することができ、生地品質に特化し

つの大きな理由があります。

ます。また、東京・豊橋・福岡にある HUIS

の価格をつけなければブランドの経営は難

ながらも安価な価格ブランド展開が可能と

順にご説明させていただきますね。

ショールームは、HUISの取り組みに共感

しい、ということでもあります。

なっています。こうした展開が続けられる

HUISでは、世界的な生地産地である“遠州”
の産地発ブランドとして、生地を直接仕入

12 HUIS. Journal

４．
クリエイティブツールの自主制作による

いただいているパートナーショップさんか

HUISでは洋服を大切にしてくださるお客

のは、アパレルブランドの中では珍しい「産

れられることから、最高品質の生地を使い

らスペースを提供いただいているもので、

さまのおかげで、毎シーズン制作するすべ

地発ブランド」だからこそでもあります。

ながらも価格を抑えられることが、他には

販売も含めてご協力をいただいています。

ての洋服を売り切る消化率 100%の経営を

HUIS. Journal
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組織構造の視点から見るシャトル織機

織機と比較した視点で、少し解説させてい

着心地とともに、美しいシルエットを生み

ただきたいと思います。

ます。そして生地表面の凹凸感は、肌あた
りの軽さに繋がります。一日着ていても疲

今年もいよいよ、年末を迎えようとしてい
ます。今シーズンも本当にたくさんのお客

HUISの生地が織られる旧式の「シャトル織

れ方が違うのは、軽さの他にもこうした理

さまに、いろいろなお店やイベントへ足を

機」は、約 50年前に製造されていたもので

由があります。

お運びいただくことができました。

す。現在は製造されていない、貴重な機械

イベント会場などでは、HUISの生地や商

です。「シャトル」と言われる部品がヨコ

品についてご説明させていただくのです

糸を運び、ゆっくりゆっくりと時間をかけ

て華美なものではありません。

が、同時にご愛用いただいているみなさま

て織っていきます。

鮮やかなカラーのテキスタイルデザイン

からお声をいただける機会でもあります。

対して、現代の最新式の織機は「空気」で

や、目を見張るような織り柄があるわけで

また、今年はインスタライブなどを通して、

ヨコ糸を運びます。そのスピードは目では

はなく、多くは無地の素朴な生地です。

オンラインストアでお買い求めいただくお

とても追えないほどの超高速で、一瞬で大

ですが、実際に着ることで、私たちの暮ら

客さまも非常に増えた一年でした。

量の生地を生産することができます。

しを豊かにしてくれる、そんな特別な生地

こうした二つの織機で織られる生地を比べ

です。そんな生地が今でも手に入れること

オンラインストアではレビューをしていた

てみます。極めてゆっくりと織る「シャト

ができるのは、何倍も、何⼗倍も早く織る

だけているアイテムも多くありますので、

ル織機」は、ヨコ糸にできるだけテンショ

ことのできる織機が開発され、他社が設備

ぜひ参考にしていただければと思います。

ンをかけません。糸に負担をかけずに、ゆっ

を⼊れ替えていくなかで、「シャトル織機」

お話させていただくお客さまからはさまざ

くりと、ですがぎっしりと密度を入れて

を使い続けてきた遠州の職人さんたちがい

まな声をいただきますが、その多くは以下

織っていきます。

るからです。

のようなご感想です。

わかりやすいイメージとしては、「たっぷ

効率化の⼀⽅で失われてしまう⼤切なも

りの糸を“ふにゃふにゃ”で、“ぎゅうぎゅ

の、その価値に重きを置いて、実直にこれ

う”に織った生地」と言えます。

までどおりの⽣地を織り続けてきた、その

・他にはないやわらかな肌触りを気に入っ

志があったからです。

ている
・とにかく軽く、着ている感覚がないほど

一方、最新式の織機で織られる生地は、超

・肌あたりは軽いが暖かく、一年を通して

高速で織るため糸にテンションをかけざる

HUISの生地は、一目見て伝わる情報量は

を得ません。強い力で糸を張りながら、少

多くはありません。多様な情報発信ツール

ない時間で大量の生地を作るため、低密度

が広がる中で、決して“映える”生地では

で織られたものが主流です。

ありません。

一見しては分かりづらいものですが、こう

そんな寡黙な生地のことを、しっかりと感

快適に着られる
・他の服と比べて一日着ていた時の疲れ方
が違う
・自然なシワ感で雰囲気があり、シワが伸

して「糸をギンギンに張った低密度の生地」

じ、大切にしていただけるお客さまのおか

・生地に落ち感がありゆったりとした形だ

と、「たっぷりの糸を“ふにゃふにゃ”で

げで、HUISはこれからもこの生地を使い

けどスッキリとしたシルエットで着られる

“ぎゅうぎゅう”に織った生地」を想像し

続けることができます。だから、私たちは

びやすく管理に手間がかからない

2020-12-17

H U I S の生 地のこと

14 HUIS. Journal

「シャトル織機」で織られた生地は、決し

て見ていただければ、その肌触り・着心地

遠州の機屋さんに、生地を発注しつづける

こうしたことは実際に着て、体感していた

の良さは明らかだと思います。

ことができます。

だくことで、実感していただけるものです

糸に負担をかけずに織ることは、耐久性に

今年は一年、本当に大きな流れの変化の

が、それはどれも「シャトル織機」によっ

もつながります。衝撃を吸収し、使い込む

あった一年でした。

て織られた生地がもつ特別な機能性がもた

ほどに風合いの増す生地となります。

来年も、再来年も、変わらずにこのものづ

らすものです。

細い糸を超高密度に織った生地は、風を通

くりを続けていけるよう、これからも取り

HUISの生地は「細い糸をゆっくりと超高密

しにくく、軽いだけでなく保温性も備えま

組んでいきます。

度」で織ることが特徴ですが、今日は、現

す。また、そのしなやかさは服にとって大

代の一般的なアパレル生地に使われている

切な「落ち感」が生まれます。他にはない
HUIS. Journal
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2020-12-31

2 0 2 0 年も、いよいよあとわずかとなりました。

激動の2020年を振り返って

はじめた「インスタライブ」の配信も、定
期的に開催させていただきました。産地応

「シャトル織機」で織られた生地は HUISの

2020年も、いよいよあとわずかとなりまし

援キャンペーンにもたくさんのご賛同・ご

原点でもあります。今後いっそう貴重にな

た。目まぐるしく環境が変わる中で、ふだ

協力をいただくことができ、遠州産地へも

るであろう「シャトル織機」による生地を、

ん先々のことを考えていることが常で、立

寄付という形でみなさまの想いをお届けす

HUISではこの先も使い続けていきたいと

ち止まって振り返る、という機会がなかな

ることができました。新型コロナウイルス

考えています。

かないのですが、大晦日くらいは少しゆっ

という大きな脅威の中、支えてくださる

くりと振り返って見たいと思います。

いろいろな方々のおかげで、HUISは一歩、

緊急事態宣言の中で配信させていただいた

二歩と前に進むことができた一年でした。

インスタライブでは、「外に出かけられな

今年も一年、春から数え本当に多くのイベ

ただ、一年を振り返ってしっかりと向き

くても新しい服を着られるのはやっぱり楽

ントに出展させていただき、たくさんの方

合って考えるべきは、やはり国内の生産現

しい」「こんな中でも服のことを考えてい

との新たなご縁をいただくことができまし

場のことだと思います。

られる時間は、幸せな時間」といった声を、
お客さまからいただきました。

た。

2020-12-18

【 太番手・超高密度 】の特別な生地・バフクロス

伝統と技術の真骨頂を体感

で織られたもので、主には細い糸を高密度

て、織機を押し戻すような現象が起きるそ

でゆっくりと織った生地です。

うです。その反発力を押さえ込むように、

今月、リリースしたバフクロスワイドパン
HUISのアイテムに使う生地も、そうした

上げていく。

フクロス」を使ったもので、さっそく取扱

細番手の生地が多くを占めていますが、こ

生地と織機が拮抗するそのパワーは、一般

店さんやイベントなどで、不思議な生地の

ちらの「バフクロス」は、「太番手」の糸を

的なシャトル織機では、織機自体が壊れて

風合いに魅了される方が多くおられます。

超高密度で織った珍しい生地です。

しまうほどの力なのだそうです。

特に生地に精通されている方から「こんな

具体的には、タテ糸 20番手・ヨコ糸 30番手

生地が作れるのか」と驚かれることの多い

を使っています。「細番手」の糸を超高密

国内有数の織機の製造地として発展を遂げ

こちらの「バフクロス」は玄人好みの生地

度で織るよりも、「太番手」の糸を超高密

たこの遠州地域には、かつて織機を作って

とも言えるかもしれません。

度で織ることの方がさらに高い技術を要す

いた職人たちが今もなお存在します。

ることから、このバフクロスは遠州で培わ

普通では織り上げられないような生地を織

昨日の投稿でご紹介させていただいたよ

れた伝統と技術の真骨頂とも言える生地だ

るために、カスタマイズとメンテナンスを

うに、旧式のシャトル織機で織る生地は、

と思います。太番手の糸を高密度に織るの

繰り返してきた特別なシャトル織機だから

が、なぜそれほど難しいのか？

こそ、織り上げることができる生地。それ

うぎゅう”に織った生地」とイメージして

それは、織機により大きな負担がかかるか

がこの「バフクロス」なのです。

いただけるとわかりやすいと思います。

らです。

生地の密度を感じられるびっしりとしたハ

時間と糸を惜しみなく使うことから、非常

細い糸でもひしめき合うほどの超高密度の

リ感がありながらも、シャトルらしいしな

にコストのかかる高級生地ではあります

生地を、太い糸を使って同じだけの密度で

やかさが融合した生地で、平織りのためと

が、軽くやわらかく丈夫で一年を通して快

織るためには、非常に大きな力で生地をコ

ても軽く、履き心地は抜群です。

適に着ていただくことのできる特別な生地

ントロールしなければなりません。

遠州織物の真骨頂＝太番手＆超高密度の

を生み出すことができます。高級生地と言

バフクロスを織り上げているときには、織

われる生地の多くは、こうした旧式の織機

りあがっていく生地がその密度に耐えかね
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また、コロナ禍の中で予定の変更もありま

これまでも何度かお伝えしてきたように、

したが、立川 Rustさん、福岡 Combleさん

コロナ禍がアパレルの生産現場に与えてい

の中にそれぞれ東京ショールーム、福岡

る被害はあまりにも大きく、紡績・機織り・

は無限大だと、私たちは考えています。

ショールームを OPENできたことも大きな

縫製など、国内の生産現場のすべてに多大

一年を振り返りながら今に向き合い、これ

一歩となりました。

な影響を与え続けています。

からのことを考えて。国内の生地産地のこ

そして、ありがたいことに今年も全国で新

事業者さんの倒産や事業転換は今も相次い

と、日本のものづくりのこと、来年も関わっ

たな取扱店さんが加わってくれました。現

でいて、現場における今までのような生産

てくださる皆さんとともに共有しながら、

在水面下で準備をしていただいていて、年

体制が作れなくなってしまいました。

いっそう新しい価値を作っていきたいと思

明けから春にかけて新たに取扱がスタート

ただ、生地産地で直接仕入れられることか

います。今年も一年、本当にありがとうご

するショップさんもいくつかございます。

ら、最高品質の生地を使いながらも通常の

ざいました。

それから、緊急事態宣言の中で取り組みを

アパレルブランドと比べ価格を大きく抑え

洋服が好きな人、生地が好きな人にとって、
『いい服』が人生にもたらしてくれる価値

より強い織機の力でゆっくりと着実に織り

ツは、人気の 504ワイドパンツに新たに「バ

「たっぷりの糸を“ふにゃふにゃ”で“ぎゅ

られるという強みは、今後も変わりません。

「バフクロス」を、ぜひ体感してみてくだ
さいね。
HUIS. Journal
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2021年から新たにスタートするレーベル

大正時代には第一次世界大戦を契機に一層

風合いと機能性を備える特別な生地です。

の発展を遂げ、設備機械台数 4,000台を超
「HUIS in house」の生地は、高級カットソー

える全国一の丸編み産地に発展しました。

2021-01-05

1 0 0 年の歴 史が育む
世 界に誇るカットソー生 地 産 地・和 歌 山
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一方で、アパレル業界における「生地」は
中間材であることから、一般のお客さまに

生地産地・和歌山で生まれます。
紀ノ川の豊かな水と受け継がれた高い技術

一方、戦後から近年にかけてアジアを中心

とって認知度が低いことは否めません。

をもとに、細番手の高級糸をゆっくりと柔

とする安価な海外産生地の輸入が急激に増

国内でどれだけ高い品質の生地が作られて

らかに編み上げた生地は、五感に幸せをは

加していきます。消費者にとって低価格の

いても、最終製品を通して生地産地のこと

こびます。

衣料製品が手に入りやすくなった一方で、

を知る由は、残念ながら多くはありません。

国内の繊維業産地はいずれも大きな打撃を

緻密で繊細な日本の職人の技から生まれ

和歌山県は、カットソー生地として主に用

受けました。経済のグローバル化が進む中

る、唯一無二の豊かな生地。

いられる「丸編ニット生地」生産国内１位

で、こうした境遇を迎えたことは「遠州織

を誇る編み生地の総合産地です。伝統的な

物」も同様です。

誇る技術を、製品を通して伝えていくこと

技術で編まれる生地は国内外の高級ブラン

和歌山ニット産業の各企業も、単に後継者

が、大きなテーマのひとつです。

ドにも使われる世界有数の高品質な生地産

がいるだけではなく、新しい時代に対応し

地で、筒状に編んだニット（丸編み）は、

た戦略と受け継がれた技術を備えた企業で

伸縮性に富み、ソフトな風合いが特徴です。

なければ生き残れない時代を迎えました。

和歌山での編み生地生産の歴史は、明治 42

目指すべきは、安価な大量生産型の海外の

年にスイス製丸編み機 5台を導入して事業

生地とは一線を画す、高品質な生地。こう

を開始したことから始ます。その歴史は実

した時代を経て、今残る和歌山の企業が生

に 100年以上。

み出す生地は、高い技術で生み出された、

「HUIS in house」はこうした日本の世界に
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0.00001% 世界最高品質の綿
「SUVIN COTTON（スヴィンコットン）」

【HUIS in house】に使用される生地は、実

る際、神に祈りを捧げるといいます。

際に触って見ていただければすぐに実感で

ギザやスーピマよりも、さらに長く細い繊

使った、柔らかな風合いと日用耐久性の共

ただ、かつて最盛期には年間 6000トンの生

維を持つ SUVIN COTTONは「綿の宝石」

存する生地です。また、綿の白度が高いこ

産を誇ったといわれる SUVIN COTTON

と、伝統ある編み物産地である和歌山の職
人が作り出す、唯一無二の生地。

きるほどの特別な風合いと機能性を持って

衣服に使われる綿には様々な種類がありま

と呼ばれ、シルクのような光沢とカシミヤ

とから染料の入りが良く、長く使い続けな

も、現在の収穫量は年わずか 200トンあま

います。その理由は、「和歌山県で編まれ

すが、中でも高級糸とされるのが「超長綿」

のような肌触りのコットンとして知られて

がらも退色しにくい特徴を備えています。

り。アパレル製品の低価格化が進む中での

ている」ということともう一つ、「使用し

といわれる種類の綿です。繊維長が長いこ

います。

ている『綿』が特別である」ということが

とから、やわらかな肌触りや高級感あるツ

では、繊維が長く細いことで、なぜ特別な

ヤ感、そして高い耐久性が生まれます。

大きな理由です。

「ギザコットン」や「スーピマコットン」と

【HUIS in house】のリリースは明日の夜を
予定しています。

「SUVIN COTTON」が生産されているの

絶滅が危ぶまれています。農業も、織物も、

その価値を、ぜひ体感してみてくださいね。

風合いの生地が生まれるのか？

は、世界でも最大の綿花の生産地であるイ

そこに関わる“人”と“技術”が大切である

その秘密は糸の「撚り」にあります。

ンドです。綿花の生産には、雨季と乾季が

ことは同じです。

いった高級糸の名称を耳にしたことがある

「SUVIN COTTON」の特徴は、超長綿の

はっきりしており、かつ緯度が低く、強い

素晴らしい生地を作ることができる古い機

おいて産業規模での綿花の栽培はほとんど

かもしれませんが、こうした高級綿糸は「超

中でも、ひときわ繊維質が細く、長く、強

太陽光線が降り注ぐ場所が適しているとい

械がどれだけ残っていても、人から人へ伝

行われておらず、日本で生産されるアパレ

長綿」の代表です。全世界での年間綿花生

いことです。

われます。ただインドにおいてその条件に

えられてきたその扱う技術がなければ、生

ル生地の綿原料も、ほぼ全てが海外から輸

産量は約 2600万トン、そのうち「超長綿」

2.9マイクロの SUVIN糸は、糸自体がシル

合う土地の多くは、サバナ地帯という砂漠

地を生み出すことはできません。

入されています。

の年間生産量はわずか約 39万トンです。す

クのようなツヤとカシミアのような柔らか

に近い地域で、豊かな土壌に恵まれにくい

仮に最高峰の綿花が育つ種が残っていて

世界最大の綿花産地であり、高級綿の生産

べてのコットンの中でも 1.5%ほどしかあり

さを持つとともに、糸に撚り（複数の繊維

地域です。

も、その土地で育まれた栽培技術がなけれ

地としても知られるインド。

ません。

をねじり合わせること）をかけなくても強

この「SUVIN COTTON」が生産されてい

ば、最高品質の綿花を育て、収穫をするこ

度をもつため、甘撚りの糸を使って丈夫な

るインド・タミールナドゥ州「デカン高原」

とはできません。素晴らしい資源も、技術

われている最高峰の綿「SUVIN COTTON

そ し て 、 そ の「 超 長 綿 」 の 中 で も 世 界 最

生地を生み出すことができます。

は、こうした高度と緯度の条件が合致し、

も、需要がなければ知らないうちに消えて

（スヴィンコットン）」は、綿花の王様、イ

高峰の繊維質を持つといわれる「SUVIN

撚りは甘ければ甘いほど、やさしくやわら

綿花に適した気候でありながら肥沃な土壌

無くなってしまいます。

ンドの誇りといわれる特別な綿です。

COTTON（スヴィンコットン）」の年間生

かな風合いが生まれる。それは、繊維の一

を備える、世界的にも稀な超長綿の産地。

どんな業界においても効率化が進む中で、

インド綿という王冠の中心に、燦然と輝く

産量はわずか「200トン」。実に 0.00001%の

本一本がわかるような繊細な柔らかさ。

地球が産み出した「奇跡の土地」といわれ

そうした価値あるものが、今なくなりつつ

宝石。インドの紡績ではスビン綿を使用す

希少な高級綿です。

HUIS in houseの生地は、超甘撚りの糸を

る土地です。

あります。
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COTTON

高級糸の需要減や、気象環境の変動により

現在、小規模な栽培を除いて、日本国内に

その中でも、【HUIS in house】の生地に使

「綿の宝石」と呼ばれる SUVIN

HUIS. Journal

21

2021 - 0 2 - 1 7

衣 服における
「MADE in JAPAN」の誤 解と
日本の生 地 産 地のこと

中で、こうした国産生地の需要は大きく落

とになります。残念ながら国内で作られて

が集結したものづくりのまちとして、遠州

ち込んできました。

いる高品質な生地について、日本人である

の繊維業は大きく発展してきました。

ここで、日本の「生地産地」に目を向けて

私たちが知ることが少ないのは、こうした

HUISの衣服に使われているのは、そんな

みたいと思います。

事情もあります。

当時に発明された旧式の「シャトル織機」
で織られた生地。細い糸を高密度に織る、

日本の生地産地というのはおもしろいこと
に、農畜産物のように地域ごとで特色があ

ではなぜ日本の生地は高級生地なのか？

風合い豊かな生地は、何十年と磨き続けて

り、産地ごとに作られる生地が分かれてい

それは、海外に比べ国内で生地生産に使わ

きた、遠州の職人の技術が凝縮した生地で

ます。例えるなら、「魚沼産のコシヒカリ」

れている機械は古いものが多い、というこ

す。特別な風合いと、様々な機能性を持つ

や「松阪の松阪牛」などといったように。

とが大きな要因のひとつです。

この生地のことを、私たちは誇りに思って

そんな風にイメージしていただくと、頭に

そうした機械は、時間と技術を多く要する

います。

浮かぶ生地や産地はありますでしょうか？

機械です。最新型の機械で、安価に効率よ

岡山・広島などのデニムは世界に誇る品質

く大量生産できる海外産の生地とは一線を

もちろん海外産の安価な生地が一概に悪い

として知られ、ご存知の方も多いかと思い

画す生地。手間を惜しまずに職人が作る、

ものというわけではありません。効率よく

ます。そのほか、今治のタオル、奈良の靴下、

付加価値の高い生地。

大量生産が可能になったことでアパレル製

など製品になるものは知られているものも

他にはない着心地や、複雑な織り柄など、

品は安価に手に入れられることができるよ

多いです。

独自の特色ある生地を作る地域が生き残っ

うになりました。そうした衣服もニーズに

一方、中間材としての素材となるとだんだ

てきました。

応えている服です。

んと知られにくくなっていきます。愛知県

衣服の低価格化が年々進む中で、それぞれ

そんな中で、私たちは個人個人にとって選

一宮市の尾州織物はウールの産地、滋賀の

の技術＝強みを生かし、押し寄せる海外産

択肢があることが大切だと思っています。

リネン、新潟の横編みニット、和歌山の丸

の生地と戦ってきた歴史が、今ある生地産

今のような時代にあって、自分が望む、心

編みカットソー。そして浜松市を中心とす

地の分布に現れているのです。

地よい暮らし方を満たせるような衣服。そ
うしたことを求めるみなさんに、届けられ

る「遠州」地域は、「コットン生地」の産地

アパレル業界での「MADE in JAPAN」とは

る生地の多くは高級生地であり、品質に徹

る繊維産地の中で、ここ「遠州」という産

底してこだわる欧州の有名ブランドが衣服

地の大きな特徴のひとつは、古い織機を扱

これからはじまる新たな 2021年の春夏シー

を作る際には、実際こうした日本国内の生

う機屋さんが国内の産地の中で最も多いと

ズン。今期も HUISは、さまざまな地域で、

地を数多く用いています。

いうことです。

たくさんの方に、この生地の価値を届けて

ですが、生地をどこで仕入れたのか、とい

日本初の自動織機の生みの親である発明家

いきたいと思っています。

れています。

う情報は高級ブランドになるほど企業秘

「豊田佐吉」（トヨタグループ創始者）が生

密、トップシークレットとして扱われるこ

まれた土地であり、織機を作り操る技術者

すもので、生地についてはどこの国で作ら

そして、そのうち、実際に「日本産の生地」

れたものかということを言及されることは

を使いかつ「日本で縫製」した衣服は、1%

トしました。今後も少しずつリリースの情

ありません。言い換えると、購入するお客

に満たないと言われています。

報をお伝えしていきますね。また、さまざ

さまにとって、どこの国で作られた生地の

それだけ、日本国内で織られた生地を使っ

まな地域でのイベント出展もこれから続い

洋服か、を確認する方法がないのです。

た衣服はほとんど見ることがなく、希少で

ていきます。

少し違和感を感じる方もいらっしゃるかも

あるということです。これは、驚くような

そうしたイベントでの販売の際などにはお

しれません、私たちも最初にそのことを

数字だと思います。

客さまにいつもお話していることではあり

知った時には不思議に感じました。ですが、

ますが、あらためてお伝えできればと思う

これは国際的な統一規定のため、こうした

では、なぜ流通コストを抑えられるはずの

ことを、今日は投稿させていただきたいと

ルールの上で世界中のアパレル製品は流通

身近な日本国内の生地が、それほど使われ

思います。

しています。そのため、実際私たちが目に

ることが少ないのか？

する「MADE in JAPAN」と表示されてい

それは、日本で作られる生地の多くが、海

みなさんがお店に足を運んだ時、手にとっ

る洋服のうちの多くは、アジアを中心とす

外産の生地と比べて「高価な高級生地」で

た洋服の製品タグに「MADE in JAPAN」

る安価な海外産の生地を仕入れ、日本国内

あるからです。日本の生地を使った服は原

という記載があると、「生地から縫製まで

で縫製されたものです。

価が高く、高価な値段の製品となってしま

すべてが日本で作られた洋服」だと思われ

統計では、近年の日本国内に流通してい

います。

る方が多いかもしれません。

るアパレル製品のうち約 20%が「MADE in

近年のアパレル業界は、ファストファッ

ですが、アパレル業界において「MADE in

JAPAN」と表記されている衣服だと言わ

ション化が進み、安価な衣服が主流となる
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そして、このように日本の各地域に点在す

JAPAN」という表示は「縫製地」だけを指

先週から 21SSの新商品のリリースがスター

るブランドでありたいと思います。

です。こうした国内の産地で生産されてい
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“しっかり感・ハリ感”
と、
“しなやかさ・柔らかさ”の
相反する感触が共存する生地
ですが、超高速で織るためには、糸に強い
テンションをかけざるを得ません。これは、
物理的に避けられないことで、早く織るた
めには早く糸を運ぶ必要があります。
そのため、糸が強く張られた状態で織り上
げられていくことになり、そうした生地の
触った時の感触は、なんとなく想像するこ
とができるのではないかと思います。
こうした最新式の織機と比べ、旧式のシャ
トル織機は極めて低速でゆっくりと緯糸
（よこいと）を運んでいきます。糸にでき
るだけテンションをかけず、あそびを持た
せた形で、極端な表現で言うと「ふにゃふ
着る人へもたらす不思議な感覚

・おどろくほどの肌あたりの柔らかさと、

にゃ」に緯糸を運んでいきます。

着用した時のしなやかさ

また、シャトルが往復するのは、織機に織
りかけられた経糸（たていと）の間を通っ

昨日、放送された NHKあさイチさんでの
反響はありがたいことにとても大きく、お

を感じていただくことができます。

ていきます。大きなシャトルが往復するた

客さまや取扱店さまなどから今もたくさん

この「しっかり感・ハリ感」と「しなやかさ・

めには、経糸がその都度大きく開かなけれ

のお問い合わせやご注文などをいただいて

やわらかさ」というのは、実は相反する性

ば通ることができないことから、経糸は常

います。

質です。

に上下に大きく開口しながら織り上げてい

商品のデザインやカラー、シルエットなど

相反するはずのこの 2つの感触が、一つの

きます。

はオンラインストアでご覧いただくことが

生地の中に共存している、ということが触

緯糸にテンションをかけず、そして経糸を

できる部分も多いのですが、「風合い」「肌

わる人、着る人へ不思議な感覚をもたらす、

大きく動かしながら織ることで、ふっくら

触り」「着心地」といったものは、実際に

シャトル織機で織られた生地の特別さだと

と立体感のある独特な風合いが生まれま

体感していただかないとなかなか感じてい

思います。

す。こうして織る生地はどれほど密度を入

ただくことはできません。

それは例えるなら、鍛え上げられた「アス

れても、糸自体にあそびを残した組成を持

そんなこともあって、全国さまざまな地域

リートの筋肉」のような生地です。フィギュ

つことから、しなやかで柔らかな感触を持

の百貨店さんやショップさんなどからお声

アスケートを滑る競技者は、強靭な体幹と、

ちます。使い込むほどに風合いが増し、着

掛けをいただき、商品を取り扱っていただ

しなやかな筋肉をあわせもつからこそ、美

る人に馴染んでいく服となります。

いたり、POPUPイベントの開催をさせてい

しく力強い演技ができる。それは、一足飛

シャトル織機で織られた生地に、「しっか

ただいています。

びに手に入れられるものではありません。

り感・ハリ感」と「しなやかさ・やわらかさ」

そうした場で実際に生地を触っていただい

長年の日々の鍛錬と、技術の積み重ねが

という相反する性質が共存するのは、こう

たり、ご試着いただくことで、みなさん同

あって初めて実現できるものです。

した理由があるのです。

今日は HUISの特別な生地について言葉で

では、なぜ旧式のシャトル織機で織った生

福岡久留米のうなぎの寝床さんとの対談で

可能な限りお伝えできればと思います。

地では、こうした相反する性質が共存する

は、そんなシャトル織機で織られた生地の

のか。

話を掘り下げて考えています。こちらもぜ

番組の中でもご紹介いただいたように、旧

それはやはり、「低速でゆっくりと織る」

ひ、ご覧になってみてくださいね。

式の「シャトル織機」で織られた生地は、

ということに大きな要因があります。

豊かな風合いと様々な機能を持ちます。手

アパレル生地を織る現代の最新式の織機

■うなぎの寝床×古橋織布× HUIS

に触れていただいた時の感触を言葉で表す

は、超高速で織られる効率的な機械です。

産地コラボレーションが生み出す【遠州織

と、

目にも止まらないほどのスピードで織れる

物もんぺ】

・高い密度で織られていることがよくわか

よう、繊維業における織機は革新的な発展

https://1-huis.com/ensyumonpe_1

るハリ感、生地のしっかり感

を遂げてきました。

じような感動を受けていただくのですが、
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HUIS パートナースタッフの門出
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商品の生産 、取扱店への卸売り、百貨店などでの催

へいかにアプローチを行い、「新規顧客」にするかが

の出店のタイミングで来店するなどしており、そこ

事出展、自社のオンラインストアでの直接販売など、

重要となる。先述したように、HUISは接客において

からは顧客ロイヤルティの高さが窺える。 理由とし

幅広い業務を行う。「川中」と称されるアパレルメー

多くのファンを生み出しており、その背景には、徹

ては、そうした既存顧客の場合、二度目以降の来店ま

カーでは、生地を仕入れて商品を作り、卸売りまで

底的に生地の魅力を伝える独自の接客スタイルの存

でに HUISのホームページや SNSから情報を収集し、

を行うのが一般的であるため、川上（生産）から川下

在がある。浜松発ウェブマガジンにて、あゆみさん

生地の知識を得た状態にあるため、よりブランドや

（販売）まで目の行き届いた体制になっている HUIS

は次のように語っている。［私たちは服を通して、生

商品に対する愛着や理解が深化している様子が伝わ

の特徴が窺える 。この体制は、一貫性のあるブラン

地づくりの技術と産地の想いを伝えていると思って

るからだ。また、ロイヤルティを示す重要な行動と

ドの世界観を築くと共に、商品の情報や価値を正し

います。肌触りが良いとか、軽くて着心地が良いと

して挙げられる項目に、「友人や同僚に商品・サービ

く「読者」である消費者に伝えることを実現している。

か、丈夫だとか、それは触れたり着たりすれば感じ

スを勧める可能性」というものがあるが、HUIS の

各地で行う「接客販売」によってファンが生み出され

られることなのですが、それだけでは古橋織布さん

既存顧客 は これに当てはまる。 HUIS は対面販売に

ているという特徴も、この体制によるものである。

の生地の価値を伝えられてはいないんです。…（中

おいて厳格に顧客管理などを行っているわけではな

【中略】HUISのファンの形成には、各地で行われる

略）…私たちが使わせていただいている生地は、こ

いためあくまでも経験則になるものの、友人や夫婦

催事やイベントでの「接客販売」が大きな要因となっ

れだけの技術とかけた時間があって、はじめて生ま

間において「商品を勧める」傾向にある顧客が多く存

ていることを先述した。確かな品質の生地と、それ

れる生地なのだということ。効率化の時代の中にあっ

在するのだ。商品を勧めるという行動には、商品の理

を丁寧に言語化して消費者に伝える HUISの姿勢は、

て、旧式のシャトル織機を使い続ける古橋織布さん

解と共に、親しい人を満足させるほどに自分自身が商

消費者に対して産地や工場、生地、そして服の価値

の志が、唯一無二の生地を生み出しているのだとい

品に魅力を感じていることが必要不可欠である。着用

の理解を促しているといえる。また同時に、服その

うこと。そうしたことが伝わって、だからこうした

することで価値をより実感した顧客が既存顧客になる

ものの見方にも変化をもたらしていると考えられる。

特別な機能を持つのだと、お客様に理解していただ

ケースがあると先に述べたが、商品の理解を深化させ

実際に、接客された顧客たちは産地や生地について

けたときに、はじめて代えがたい価値になるんです。

る取り組みも HUIS は欠かさずに行っており、それが

知ることで HUISの魅力を感覚的かつ理論的に理解

だから、私たちは伝え続けることが必要なんです。］

ロイヤルティの向上にも寄与しているといえる。

し、また日常で HUISの服を着用し生活する中で、よ

（『TOWTOWMI.jp 』2019 6.286.28）

【中略】潜在顧客の中には、
「遠州産地を知らなかった」

り実感を伴って理解を深める傾向にある。この傾向

【中略】消費者にとっては、事前に情報や知識を持っ

「シャトル織機というものを初めて知った」という人

は、ブランドにおける「伝える」面を担う昌樹さんが

ていなければ、商品の評価は自身の目で見たことや

が多く、更には「服が糸からできていると想像したこ

認識していると共に、筆者が 3年に渡り HUISの販売

感じたこと、接客などから得る情報のみから判断す

とがなかった」という人までいる。そうした顧客に対

ンになってくれた方は少なくありません。

ファストファッションはわたしたちに簡単に装うこ

を行う中で感じたものでもある。本項では、百貨店

ることとなるため、接客の濃度がその商品に対する理

しても生地の説明を丁寧に行うことは、単に自社の商

現在 6年目を迎える HUISにとって、まぎ

とのできる時代をもたらしたが、その反面、生産者

の催事やイベントの場において、HUISの販売スタッ

解の深さに直結する 。生地の良さを理論的に理解し

品に留まらず、
「服」そのものに対する見方にも 変化

れもなく創成期を支えてくれた一人でし

と消費者の距離を遠ざけてしまった。複雑になった

フとして接客を行い感じた、「読者」である使い手、

てもらうには、原料や製織工程といった、消費者か

をもたらしているのではないかと考えられる。−

の季節。

た。

生産構造は過剰な供給や無理のある生産サイクルを

つまり消費者の消費行動の中での変化を明らかにす

ら遠く離れた生産背景での「物語」を言語化して伝え

先日、HUISで長く尽力してくれてきたパー

遠州だけでなく、さまざまな産地やアパレ

固定化し、私たち消費者は服を消費するばかりだ。

る。

ることが必要不可欠であり、それを聞き興味を持つ

服づくりの世界は、そこに関わる職人さん

ルの業界に精通していた彼女は、昨年度ま

そうした中で作り手の存在は薄れ、服ができるまで

ことによって、潜在顧客は見込み顧客へと変化して

が幾重にも重なっていることが特徴です。

国内有数の繊維産地「尾州産地」へ就職し、

で学んでいた大学の卒業論文で「繊維産地」

の背景は見え辛くなってきた。わたしは、高校 2年生

けるものであるため、その地域のファン─「既存顧客」

いく。また、新規顧客が既存顧客になるケースも非

機織りや縫製だけでなく、紡績、撚糸、整経、

新たな一歩を踏み出されました。

のことを自身の視点からまとめられまし

の時に初めて「生地を織る工場」へ見学に行き、それ

や「見込み顧客」に対して SNSやホームページで事前

常に多い。店頭での接客によって生地及び服の価値

経通し、染色、生地加工、ほかにも細かな

HUISでは、全国各地で出展させていただ

た。

を契機として服に携わる道に進むことを決めた。そ

に情報を届け、来店を促すことが重要となる。そし

を知った上で、日常生活で着用し実感としてその良

工程を職人さんたちが細分化して担われて

いているイベントやショールームにおい

その中に、産地発ブランドの一例として

こで見た光景は、想像を絶するほど途方もない、そ

て、販売期間においては、通りすがりの「潜在顧客」

さを感じることで、オンラインストアでの注文、次

います。

て、「パートナースタッフ」さんたちに協

HUISのことを取り上げてくれています。

力していただき、販売を担っていただいて

販売という立場で HUISに長く関わってき

います。パートナーのみなさんは、それぞ

てくれていた方が見る、HUISの価値の視

れにご自身の事業や仕事を持ち、展望や世

点がとても嬉しく、一部ですが以下に紹介

界観をもった方々で、私たちにはない本当

させていただきたいと思います。

私達が考える「販売」の意義
4月は入学、入園、そして新社会人の門出

トナースタッフの一人が、新社会人として、

に様々なスキルをお持ちです。
いろいろな経緯で HUISの活動に共感いた
だき、それぞれの地域で、遠州織物の価値
を伝えることに協力をしていただけている
みなさんは、まさに「パートナー」であり、
いつも大きな力を貸していただいていま
す。

【中略】販売の多くは、各地での期間限定の出店にお

して熱量の込められた「ものづくり」の現場であった。

そして、産地でものづくりに携わる職人さ

糸から生地が出来るまでの工程を見学したことで、

んたちは、往々にして寡黙です。自ら伝え

その前後を含め、服ができるまでの背景には果てし

られる場は、多くはありません。だからこ

ない長い道のりが存在していることを工場の中で感

そ、自身が作り出すものに、全てを託しま

じたのだ。その工場との出会いが、わたしの「尾州」
との出会いでもあった。
【中略】3-2-6

−尾州を主とした繊維産地における「作者の再生」

本事例の対象となる HUISにおいて、筆者は 2018年

─バルトのテクスト論の批判的検討を通して─

より販売スタッフとしてブランドに関わってきた。

服は「人が作っている」ということを理解している消

そのため、「読者」─消費者としての視点と共に、広

費者が、この国にはどれだけいるだろうか。服は生

義での「作者」─ここでは販売員としての視点から、

地から作り、生地は糸から作り、糸は繊維から作る。

事例をまとめる。

その間には更に多くの諸工程が存在し、そこには様々

【中略】HUISの商品はハイブランドと同等の生地を

3年前の冬、大学 2年生の頃から HUISの販

な人が携わりものづくりを行っている。機械からぽ

使用しつつも、自身が産地内にいるメリットを生か

売を手伝ってきてくれた彼女は、どんな現

んと、完成品が飛び出してくるわけではない。服が

し、機屋と直接の取引を行うことで上代を極力抑え、

す。販売の現場は、こうして幾重にも積み
重ねられた技術・ものづくりの価値を伝え
る最終工程であって、職人さんの誇りを届
ける、最も大切な現場だと考えています。
あらためて、各地で力を貸してくださって
いるパートナースタッフさんたちに感謝す
るとともに、人生の新たなスタートを切っ
た彼女の活躍を、心からお祈りしています。
（自身のインスタグラム @terayanmaで発

場でも、産地のものづくりや、そこで生ま

生み出されるまでには、長い物語が存在しているの

「日常着」
として着用してもらえるよう提案している。

れる生地の価値を、一心に伝えてきてくれ

だ。そう捉えると、わたしたちは服という「作品」を

また、単に生地を仕入れるのではなく、機屋と直接

信されていますのでよろしければぜひご覧

ました。その熱意を受けて、HUISのファ

着ているのかもしれない。

打ち合わせを行い生地を企画するところから始め、

ください）
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経通し職人・府川さんのこと

橋織布さんから独立し、整経工場の一部を

の販売スタッフとしても力を貸していただ

どれだけ素晴らしい織機が残っていても、

借りて「経通し」の職人さんとして起業さ

いています。

その前工程を担う職人さんたちがいなくな

れました。

見かけることがありましたらぜひ応援して
あげてくださいね。

HUIS販売パートナースタッフの一人でも

いただいている古橋織布さんへ就職されま

り、技術が途絶えてしまえば、生地を織る

府川さんは以前から、こうした産業を支え

ある、府川さんが先日の中日新聞・夕刊の

した。

ことはできません。世界に誇る「遠州織物」

ることに興味のある若い方の受け皿や、事

の品質は、こうした全ての職人さんたちの

業の必要性をお話されていました。

一面に大きく取り上げられました。

※画像は実際の経通しの作業の様子です

そこで機織に関わる様々な工程を学びま

仕事の連なりが、生み出しているとも言え

昨年、機織りの工程の一つである「経通し」

す。綿花から糸にする「紡績」、糸をねじり

ます。

の専門的な職人さんとして独立起業された

合わせる「撚糸」、まっすぐに揃えてビーム

府川さんは、本当に様々な経験をお持ちで

に巻きつける「整経」、そして機織り機にか

以前は、1600軒あったと言われる遠州の機

に、技術を伝えられるような存在になれれ

■ HUIS youtube

す。

ける前の器具に糸を通す「経通し」。

屋さんは、現在 50軒ほどに激減してしまい

ばと言います。

https://youtu.be/nWoDR_8QsQI

記事から一部抜粋しながらご紹介させてい

超高密度と言われる HUISの生地を織るた

ました。

現状を憂うことは、誰にでもできることか

ただきますね。

めに、前工程として必要な「経通し」の作

また、数百人いたと言われる「経通し」の

もしれません。でも、実際に生業としてそ

※検反作業されている様子の画像は HUIS
府川さんは、自身の事業の行く先で、伝統

のプロモーションムービーの一部です

産業やものづくりの現場を志す若い方々

業は、たった 1枚の生地でも数千本に渡り

職人さんも現在 70〜 80代の方がわずかに

の世界に踏み入れ、独立起業される、とい

神奈川県出身の府川さんは東京都内の大学

ます。職人さんが何日もかけて細い糸を一

残っているばかりです。

う意志をもつことは、そう簡単ではない、

を経て英国やフィンランドに留学し、海外

本ずつ器具に通していく気の遠くなるよう

経通し職人さんが途絶えてしまえば、今

とあらためて感じます。

でも二つの大学を出られてから日本に戻

な作業です。

HUISで使わせていただいている生地も、

り、外資系企業などで働いた後に浜松へ移

28 HUIS. Journal

ます。

手に入れることはもうできません。

新たな一歩を踏み出された府川さんの活動

り住まれました。

生地作りと一口に言っても、機織りをする

こうした職人技術の連なりで成立している

を心から応援するとともに、こうした一人

ファッションブランド「ミナペルホネン」

前段階には必須となる様々な工程がありま

日本国内の繊維業は、俯瞰して見れば、薄

の起業家のストーリーにスポットを当て、

への憧れから織物に興味を持ち、遠州織物

す。その一つ一つの工程を担うのは、小規

皮一枚で繋がっているような産業でもあり

しっかりと伝えてくれる地元の新聞記者

を販売する会社へ就職。接客で生地に触れ

模な一人一人の職人さんたちです。ただ、

ます。

さんがおられることをとても嬉しく思いま

るうちに「作り手に回りたい」とのおもい

繊維産地が衰退する中で、そうした職人さ

を持つようになり、HUISの生地を織って

んたちが次々と廃業されている現状があり

す。
そんな現状の中、府川さんは昨年 9月に古

府川さんには、イベントの際などに HUIS
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着る人の五 感に幸せをはこぶ、極 上の風 合い

日々の暮らしに寄り添う、日常着
HUISの衣服は、静岡県西部地域で生まれる最高品質の「遠州織物」から生まれます。
世界的にも希少な旧式の「シャトル織機」で織る生地は、時間をかけて細い糸を
ゆっくりと織る、風合い豊かな超高密度の生地。
驚くほど軽く柔らかで、着る人の五感に幸せを運ぶとびきり心地の良い生地です。
男女を問わず、年代を問わず、どなたの日常にもしっくりと馴染む服。
他では味わうことのできない、豊かな生地の風合いをぜひ味わってみてください。
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HUIS. SHOWROOM
横浜SHOWROOM
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SHOWROOM
東京都立川市緑町3-1
GREEN SPRINGS E2-208 Rust内
豊橋SHOWROOM
愛知県豊橋市曙町南松原17 garage内
福岡SHOWROOM
福岡県福岡市西区姪浜3-11-5 COMBLE内
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We are still on a journey.
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