
２０２1A W　CATA L OG

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。

















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、超高密度で織り上
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。

shuttle corduroy

タテ糸30番手 +  ヨコ糸30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。

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。

コットンロングシャツ 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

オーガニックコットンを用いた定番のシャツです。
 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。

デザインはポケット口からのぞくように刺繍ロゴがあしらわれ、少し大きめのボタンが
備えられたシンプルかつ存在感のあるシャツ。どなたにもしっくりと馴染み、満足感を
得られる品となっています。
kids と共通のデザインでお揃いで着られるモデルです。

オーガニックコットンシャツ 001

size
material

ユニセックス 1.2.3.4
コットン 100％

size1　　肩幅 39/ 身幅 47/ 着丈 64/ 袖丈 56（メンズ XS / レディス S～M相当）
size2　　肩幅 44/ 身幅 50/ 着丈 67/ 袖丈 59（メンズ S～M / レディス L相当）
size3　　肩幅 45/ 身幅 53/ 着丈 69/ 袖丈 60（メンズM～ L / レディス XL相当）
size4　　肩幅 47/ 身幅 55/ 着丈 71/ 袖丈 62（メンズ L～ XL / レディス XXL 相当）

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。

すっきりとしたバンドカラーのロングシャツで、肩が落ちるワイドシルエットになった
ミニマルなデザイン。どなたでもしっくりと馴染むサイズ感です。後ろの首下のデザイ
ンもさりげなく特徴的で、シンプルながらも存在感のあるデザイン。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。

コードレーンバンドカラーロングシャツ 007

size
material

ユニセックス F
コットン 100％

size4　　肩幅 50/ 身幅 54/ 着丈 85/ 袖丈 53



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、スヴィンオックスフォードなど、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 64/ 身幅 67/ 着丈 77/ 袖丈 46

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、すっきりとシンプルなロングシャツで、どなたでもしっくりと馴染むサイ
ズ感。ユニセックス仕様で、アウター感覚で羽織って着ていただくことができます。

シャトルコーデュロイロングシャツ 012

size
material

ユニセックス F
コットン 100％

sizeF　　肩幅 50/ 身幅 55/ 着丈 98/ 袖丈 51

ゆったりとしたシルエットのユニセックスで着用いただけるビッグシャツです。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。

レギュラーカラーのシンプルなデザインのシャツで、胸ポケットにはいった閂（かんぬき）
刺繍がポイントです。男性XL相当のサイズ感ですが、女性がゆったりシルエットで着
ていただくのもおすすめ。上質な生地をたっぷりと使った贅沢なシャツです。

背側の着丈が長めにとられ、独特なロングシャツ風のシルエットが生まれます。

オーガニックコットンビッグシャツ 011

size
material

ユニセックス F
コットン 100％

sizeF　　肩幅 51/ 袖丈 57/ 着丈 79（前着丈 69）/ 身幅 58

世界最高峰の綿「SUVIN COTTON（スヴィンコットン）」を使用し、シャトル織機でゆっ
くりと織り上げたオックスフォード素材です。
しっかりとした質感が特徴で、洗いざらしでも着やすいオックスフォード生地は、通気
性もよく、シャツによく使われる定番の生地です。しっかりと厚みがあり、使い込むほ
どに味わいが増すといわれる生地でもあります。

ただ、オックスフォードはハリ感やごわつきが苦手、という方も多いかもしれません。
こちらの「スビンオックスフォード」は、とろけるような柔らかさを持ったスビン糸を
使い、旧式のシャトル織機でゆっくりと時間をかけて織りあげた生地。従来のオックス
フォードの常識を覆すような着心地を味わっていただけると思います。

デザインはゆったりとしたオーバーサイズのシャツで、ユニセックスで着用いただける
フリーサイズです。

スヴィンオックスフォードオーバーシャツ 013

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



ゆったりとしたシルエットとゆるやかな襟がポイントになった HUIS で最も定番のブラ
ウスです。コードレーンを中心にさまざまな種類の生地をラインナップし、異なる表情
やシルエットを楽しんで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。

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/ 裄丈 74

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分丈ワイドブラウス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/ 裄丈 64

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ワイドブラウスです。

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。ウール 100％のこちら
のブラウスも、着ているとポカポカと暖かくなってくるもので、カーディガンのように
織りものとしても重宝していただけます。
また、希少なウール 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/ 裄丈 74

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シャツです。生地
を贅沢にたっぷりと使った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。

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。ウール 100％のこちら
のロングカーディガンも、着ているとポカポカと暖かくなってくるもので、織りものと
して重宝していただけますが、上からアウターを着て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。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。

ウォッシャブルウールロングシャツ 016

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 80/ 着丈 101/ 袖丈 37/ 身幅 76



わずかにリネン素材を含んだコットン生地で、さらりとした肌ざわりとリネン素材独特
のシャリ感を楽しんでいただける生地です。細い番手の糸を高密度で織っているため、
生地のしっかり感と、軽さのあるリネンの風合いが心地よいバランスで共存しています。

デザインは、コンパクトですっきりとした襟まわりや小さめの胸ポケットが特徴です。
Aライン気味のゆったりふわりとしたシルエットです。

軽やかさとしなやかさのあるブラウスで、肩や背中部分に入ったさりげないギャザーが
全体をふんわりとした印象に仕上げています。オールシーズン重宝していただけます。
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。

コードレーンブラウス U109

size
material

レディス F
コットン 86％/ リネン 14％

sizeF　　肩幅 38/ 身幅 48/ 着丈 65/ 袖丈 55/ 袖つけ根 22

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など、やわらかくしなやかな生
地を使ったブラウスです。
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、しなやかな生
地が肩で落ち、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。襟はシンプルなバンドカラーで、すっきりとした首回りの印象がポ
イント。前を開けて羽織りのように着ていただくのもおすすめです。

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。

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％ほか

sizeF　肩幅 65/ 身幅 70/ 着丈 65/ 袖丈 42

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。
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。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。

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　

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%

sizeF　　肩幅 58/ 袖丈 45/ 身幅 63/ 着丈 58.5



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。

デザインは、スキッパー型のブラウスで被りのプルオーバータイプになります。
肩幅・身幅をたっぷりととって、肩が自然に落ちるワイドシルエットなので、身体のラ
インを自然と隠しすっきりと見せてくれるところがポイント。後ろの着丈が長めにとら
れ、コクーン型の美しいラインが生まれます。

軽やかなブラウスで、一年を通して重宝していただけます。

オーガニックコットンスキッパープルオーバーU611

size
material

レディス F
コットン 100％

sizeF　　着丈 70/ 肩幅 80/ 袖丈 35/ 身幅 86

高級糸であるギザコットンを使用した、最高級の平織りブロード生地。やさしいきなり
×ブルーのストライプで、柔らかくなめらかな、優しい風合いの特別な生地です。

GIZA（ギザ）とは、エジプト綿の種子名称で、超長綿といわれる一本の繊維が極めて長
い希少種です。 繊維が長いということは糸を細く丈夫に作ることができるため、軽くし
なやかな高級生地となります

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
は切り返し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。

ギザコットンワンピースU203

size
material

レディス F
コットン 100％

sizeF　　肩幅 41/ 身幅 57/ 着丈 102/ 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

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
は切り返し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



すっきりとしたシルエットと履き心地の良さが特徴の定番のパンツ、サイズは 1 と 2 の
2サイズ展開で、いずれのサイズも男女問わず着用いただくことができます。

生地は、ダウンプルーフコットンとシャトルコーデュロイの２種でのラインナップとなっ
ていて、それぞれの素材で全く異なるパンツの表情が生まれます。

ウエストまわりはタックが入りリラックスできるサイズ感で、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。

テーパードパンツ 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 （メンズ XS～ S / レディスM相当）
size2　　ウエスト 78/ 股上 28/ 股下 75（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、履き心地は抜群です。
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。

シャトルコーデュロイや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 60　※ウエストは伸長します

国内で編まれる上質な生地に徹底してこだわり、カットソーやニットを展開する『余白
yohaku』との「HUIS×yohaku」コラボレーション商品です。ゆったりとしたシルエッ
トの、シンプルなプルオーバー型のワンピースで、袖＆前身頃には和歌山県で編まれた
上質なカットソー生地、袖裾＆後ろ身頃はシャトル織機で織られた遠州織物を使用した
ドッキングデザインとなっています。

異素材をドッキングしながらも、製品染めにより同色で染め上げることで、どなたにも
馴染むデザインに仕上げられています。極上の肌触りを楽しめる 2 つの素材を楽しめる
ほか、後ろには大きなダーツを入れて生地をたっぷりと使っているため、ゆったりとし
たシルエットでリラックスして過ごすことができます。

ポケット付きで一枚で便利に着用することができ、左のポケット口には定番の HUIS 刺
繍が入っています。

HUIS×yohaku ドッキングワンピースHYU201

size
material

レディス F
コットン 100%

sizeF　　肩幅 49cm / 身幅 61cm / 着丈 99cm / 袖丈 55cm  

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、綿ウールタイプライタークロス、コードレーンなど、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

ロングスカートU402

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



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。もっちりやわらかな素材感が特徴のやわらかコットンは、ヨコ糸に強くよった強
撚糸を使うことで、よりシワが伸びやすい生地となっています。また、綿ウールタイプ
ライタークロスは糸の芯にのみウールが入った特殊な糸を用いることで、コットンの柔
らかな肌触りと、ウールの保温性を兼ね備えた機能的な生地です。

しっかりとした質感がある一方で、おどろくほど軽量なので、はき心地は抜群です。
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。

やわらかコットンスカートパンツ 505

size
material

レディス F
コットン 100％ほか

バフクロスは、乗馬時に鞍が滑らないよう鞍の下に敷かれる “馬布（バフ）”を由来とす
る生地です。鞍と馬体の間の強い摩擦に耐えられる必要があることから、太い糸を超高
密度で織りあげ、とても強度があるのが特徴です。

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、少しロースアップし
て履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。

バフクロスバルーンパンツ 506

size
material

ユニセックス F
コットン 100％

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

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

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。
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。

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、少しロースアップし
て履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。

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

ユニセックスフリーサイズでどなたにもストレスなく履いていただけるパンツです。
履き心地は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。

シャトルコーデュロイとバフクロスがラインナップされ、あたたかみがあり艶のある高
級感をまとう太畝のシャトルコーデュロイ、平織のすっきりとシンプルに着られるバフ
クロス、とそれぞれ異なる素材感を楽しんでいただくことができます。

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
スアップして履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。バックポケットは、
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



超高密度の生地「ダウンプルーフコットン」とハイテク中綿素材「sunstateⅡ」を使っ
た驚くほど軽く暖かなキルティングコートです。

中綿に使われている「sunstateⅡ」は、一般的な中綿と比べて極細の繊維を用いたハイ
テク素材です。同じ厚みでダウンの 2 倍の保温力を誇り、軽量ですが秋冬シーズンを暖
かく過ごしていただくことができます。
また、しなやかな極細の繊維から生まれるしなやかなドレープ性が特徴で、重ね着した
時にも負担がありません。加えて、手洗いができることも嬉しいポイントです。

しなやかで軽量なことから、真冬はアウターの内側にインナーとしても使っていただき
やすいコートです。ユニセックスのフリーサイズで、男女問わず着用いただけるデザイ
ン＆サイズ感のコートです。

ダウンプルーフコットン sunstate 中綿キルティングコート 303

size
material

ユニセックス F
表地：コットン 100％
中綿：ポリエステル 100%（sunstateⅡ）
裏地：コットンキュプラ

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　　肩幅 51/ 着丈 88/ 袖丈 54.5/ 身幅 55

sizeF　フード下中央～袖先 82/ 身幅 60/ 着丈 92

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

コットン 100％の生地でできた、一般的なダウンの常識をくつがえす天然素材の特別な
ダウンベストです。

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、上質なダウンをそのま
ま包み込んだ、天然素材 100％のダウンです。羽のような軽さや柔らかな肌触り、そし
てコットンが持つ素材本来のあたたかみを味わえます。ダウン素材には、ポーランド製
の最高級ホワイトグースダウンを用い、一点一点にロット No が付与された証明書が付
属しています。その暖かさは、まるで羽毛ふとんに包まれているよう。

デザインは、シンプル＆スタンダードなダウンベストで、背中を優しく包み込み、一度
着たら離れられなくなるほどの快適な暖かさを持ちます。細い糸で織ったしなやかな生
地のため、インナー・アウターと重ね着にも負担がなく、幅広いシーズンで重宝してい
ただけます。

ダウンプルーフコットンダウンベスト 801

size
material

レディス F
表地：コットン 100％
裏地：コットン 100％
中綿：ダウン 90％・フェザー 10％
（ポーランド製ホワイトグースダウン）

sizeF　　肩幅 36/ 身幅 51/ 着丈 58



バフクロス 2WAYショルダーバッグ

乗馬時に鞍が滑らないよう鞍の下に敷かれる “ 馬布 ” を由来とする生地ですが、強い摩
擦に耐えられるよう太い糸を超高密度で織りあげることから、とても強度があるのが特
徴です。柔らかな質感とともに、高い耐久性を持った特別な素材感です。

雰囲気の異なるショルダーとハンドの 2WAY バッグとなっていますが、ふた部分の生
地に遊びを持たせていることから、ショルダー使用時にもいろいろなスタイルを楽しめ
るデザインとなっています。

バッグの背面にはスナップボタンのついた大きなポケットがつき、収納性もある機能的
なバッグです。シワ感と凹凸感が特徴で、生地の風合いも存分に味わっていただくこと
ができます。持ち手部分の裏側についたキナリの綾テープとのコントラストも特徴です。

size
material

F
コットン 100％

sizeF　横 47×縦 42（ふた折り曲げ時 33）×マチ 8

低速のシャトル織機で織られたバフクロスを使用したシンプルなトートバッグです。

乗馬時に鞍が滑らないよう鞍の下に敷かれる “ 馬布 ” を由来とする生地ですが、強い摩
擦に耐えられるよう太い糸を超高密度で織りあげることから、とても強度があるのが特
徴です。

柔らかな質感とともに、高い耐久性を持った特別な素材感で、一般的なトートバッグに
使われるキャンバス生地とは一線を画す特別な風合いを持つ生地です。

バフクロストートバッグ

size
material

F
コットン 100％

sizeF　横 42×縦 29×マチ 12

メンズ・レディス・キッズ共通のデザインとなったオーガニックコットンを用いた定番
のシャツです。男の子・女の子兼用です。 

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。

デザインはポケット口からのぞくように刺繍ロゴがあしらわれ、少し大きめのボタンが
備えられたシンプルかつ存在感のあるシャツ。ボタンは小さな子でも開閉がしやすいよ
う大き目のボタンをチョイスしています。肌に馴染む上質な質感を味わっていただける
シャツです。

オーガニックコットンキッズシャツ

size
material

キッズ 1.2.3
コットン 100％

size1　　肩幅 26/ 身幅 33/ 着丈 40/ 袖丈 32（子供服 90 ～ 100 相当）
size2　　肩幅 30/ 身幅 36/ 着丈 45/ 袖丈 42（子供服 110 ～ 120 相当）
size3　　肩幅 31/ 身幅 39/ 着丈 50/ 袖丈 51（子供服 130 ～ 140 相当）

コットン 100％の生地でできた、一般的なダウンの常識をくつがえす天然素材の特別な
ダウンジャケットです。

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、上質なダウンをそのま
ま包み込んだ、天然素材 100％のダウンです。羽のような軽さや柔らかな肌触り、そし
てコットンが持つ素材本来のあたたかみを味わえます。ダウン素材には、ポーランド製
の最高級ホワイトグースダウンを用い、一点一点にロット No が付与された証明書が付
属しています。その暖かさは、まるで羽毛ふとんに包まれているよう。

デザインは、ゆったりとした身幅をとり、たっぷりと生地とダウンを使ったシンプルな
ダウンジャケットです。身体全体を優しく包み込み、一度着たら離れられなくなるほど
の快適な暖かさと軽さを持ちます。細い糸で織ったしなやかな生地のため、重ね着にも
負担がなく、真冬を通して重宝していただけます。

ダウンプルーフコットンダウンジャケット 802

size
material

レディス F
表地：コットン 100％
裏地：コットン 100％
中綿：ダウン 90％・フェザー 10％
（ポーランド製ホワイトグースダウン）

sizeF　　肩幅 48/ 袖丈 57/ 身幅 66/ 着丈 59



HUIS マスク

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

なめらかコットンハンカチ

定番の刺繍ロゴが入った、HUIS オリジナルマスクです。ブラウスと全く同じ生地を使っ
た、抜群の肌触りと豊かな風合いを味わうことができます。

表地にやわらかくしなやかなコットン、裏地にコットンリネン生地を用いています。
紐はブラウンとチャコールグレーの 2 色が付属していますので、お好みで付け替えてい
ただくことができます。

ユニセックス F
表地：コットン 100％
裏地：コットン 86%/ リネン 14%

直線横 21 ×直線縦 13

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

iphone12/12pro/12mini/11/11Pro/XR/XS/X/8/7/6S/6/5S/5/
新 SE/11ProMax/XS Max/8Plus/7Plus 用
白
PUレザー

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

iphone12/12pro/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

非常に細く柔らかな糸を丁寧に織ったコットン素材で、HUIS の柔らかな生地感を実感
していただけるお品です。なめらかな肌触りを実感していただけます。 
デザインは定番の刺繍ロゴのワンポイント。ポケットチーフとしても重宝していただけ
ます。 

size
color
material

50cm × 50cm
白
コットン 100%

※ギフトBOX別売



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。

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

3 _ 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-

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

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

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

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

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

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


