


心地よさに包まれる、日常

HUIS in house は、日本国内で編まれる特別な生地を使った

シンプルなニットレーベルです。

ふだんの日常も、気持ちの良い生地に包まれて、心地よく暮らせる。

お洒落をしておでかけする日と、自宅でまったりと過ごす日を

シームレスにつないでくれる、そんな衣服です。



国内の生地産地で生まれる上質な衣服

極上の生地が なにげない日常を

ここちよさで包み込んでくれる

「HUIS in house」の生地は、高級カットソー生地産地・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をもとに繊維産地として発展して
きた和歌山県は、カットソー生地として主に用いられる「丸編ニット生地」
生産国内１位を誇る編み生地の総合産地です。伝統的な技術で編まれる生
地は国内外の高級ブランドにも使われる世界有数の高品質な生地産地で、
筒状に編んだニット（丸編み）は、伸縮性に富み、ソフトな風合いが特徴です。

和歌山での編み生地生産の歴史は、明治42年にスイス製丸編み機5台を
導入して事業を開始したことから始ます。その歴史は実に100年以上。大正
時代には第一次世界大戦を契機に一層の発展を遂げ、設備機械台数4,000
台を超える全国一の丸編み産地に発展しました。

一方、戦後から近年にかけてアジアを中心とする安価な海外産生地の輸入が
急激に増加していきます。消費者にとって低価格の衣料製品が手に入りやすく
なった一方で、国内の繊維業産地はいずれも大きな打撃を受けました。

経済のグローバル化が進む中で、和歌山ニット産業の各企業も、単に後継者
がいるだけではなく、新しい時代に対応した戦略と受け継がれた技術を備え
た企業でなければ生き残れない時代を迎えました。目指すべきは、安価な大
量生産型の海外の生地とは一線を画す、高品質な生地。こうした時代を経て、
今残る和歌山の企業が生み出す生地は、高い技術で生み出された、特別な風
合いと機能性を備える特別な生地です。

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
さまにとって認知度が低いことは否めません。国内でどれだけ高い品質の生
地が作られていても、最終製品を通して生地産地のことを知る由は、残念な
がら多くはありません。

緻密で繊細な日本の職人の技から生まれる、唯一無二の豊かな生地。「HUIS 
in house」はこうした日本の世界に誇る技術を、製品を通して伝えていくこと
が、大きなテーマのひとつです。

H U I S  i n  h o u s e “                ”

伝統的な技術で編まれる上質な日常着
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SUVIN COTTON（スヴィンコットン）」の特徴は、繊維質が細く、長く、
強いことです。2.9マイクロのSUVIN糸は、糸自体がシルクのようなツヤ
と柔らかさを持つとともに、糸に撚り（複数の繊維をねじり合わせるこ
と）をかけなくても強度をもつため、甘撚りの糸を使って丈夫な生地を
生み出すことができます。
撚りは甘ければ甘いほど、やさしくやわらかな風合いが生まれる。それ
は、繊維の一本一本がわかるような繊細な柔らかさ。HUIS in house
の生地は、超甘撚りの糸を使った、柔らかな風合いと日用耐久性の共存
する生地です。また、綿の白度が高いことから染料の入りが良く、長く使
い続けながらも退色しにくい特徴を備えています。

超甘撚りの糸が生み出す、シルクのようなツヤと極上の柔らかさ

「SUVIN COTTON」が生産されている、世界最大の綿花の生産地で
あるインド。
綿花の生産には、雨季と乾季がはっきりしており、かつ緯度が低く、強
い太陽光線が降り注ぐ場所が適しているといわれます。ただインドに
おいてその条件に合う土地の多くは、サバナ地帯という砂漠に近い地
域で、豊かな土壌に恵まれにくい地域です。
この「SUVIN COTTON」が生産されているインド・タミールナドゥ州

「デカン高原」は、こうした高度と緯度の条件が合致し、綿花に適した
気候でありながら肥沃な土壌を備える、世界的にも稀な超長綿の産
地。地球が産み出した「奇跡の土地」といわれる土地です。

ただ、かつて最盛期には年間6000トンの生産を誇ったといわれる
SUVIN COTTONも、現在の収穫量は年わずか200トンあまり。アパ
レル製品の低価格化が進む中での高級糸の需要減や、気象環境の変
動により絶滅が危ぶまれています。インド政府では特別にプログラム
を組み、SUVIN品種の保護育成に国を挙げて取り組んでいるほど、希
少となっている糸なのです。

奇跡の土地で生まれるSUVIN COTTON

かつて最盛期には年間6000トンの生産を誇ったSUVIN COTTONですが、現在の収穫量は年わずか200トンあまり。
高級糸の需要減や環境の変動により、絶滅が危ぶまれています。インド政府では特別にプログラムを組み、現在
SUVIN品種の保護育成に国を挙げて取り組んでいます。

持続可能な資源と環境のために

超甘撚り

通常の撚り
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S U V I N  C O T T O N
世界最高品質の綿 『スヴィンコットン』

【HUIS in house】に使用される生地は、実際に触って見ていただければすぐに実感できるほどの特
別な風合いと機能性を持っています。その理由は、「和歌山県で編まれている」ということともう一
つ、「使用している『綿』が特別である」ということが大きな理由です。
世界最大の綿花産地であり、高級綿の生産地としても知られるインド。
その中でも、HUIS in houseの生地に使われている最高峰の綿「SUVIN COTTON（スヴィンコッ
トン）」は、綿花の王様、インドの誇りといわれる特別な綿です。
インド綿という王冠の中心に、燦然と輝く宝石。インドの紡績ではスビン綿を使用する際、神に祈り
を捧げるといいます。

衣服に使われる綿には様々な種類がありますが、中でも高級糸とされるのが「超長綿」といわれる種類の
綿です。繊維長が長いことから、やわらかな肌触りや高級感あるツヤ感、そして高い耐久性が生まれます。

「ギザコットン」や「スーピマコットン」といった高級糸の名称を耳にしたことがあるかもしれません、こう
した高級綿糸は「超長綿」の代表です。ただ超長綿になるほど栽培が難しく、生育できる産地が限られ
ていて生産量が少ないため、より高価な糸になっていきます。全世界での年間綿花生産量は約2600万
トン、そのうち「超長綿」の年間生産量はわずか約39万トンです。すべてのコットンの中でも1.5%ほど
しかありません。
そして、その「超長綿」の中でも世界最高峰の繊維質を持つといわれる「SUVIN COTTON（スヴィン
コットン）」の年間生産量はわずか「200トン」。実に0.00001%の希少な高級綿です。
ギザやスーピマよりも、さらに長く細い繊維を持つSUVIN COTTONは「綿の宝石」と呼ばれ、シルクの
ような光沢とカシミヤのような肌触りのコットンとして知られています

わずか【0.00001%】の希少な高級綿
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身につけることで、日常の暮らしを特別なものにしてくれる。
そんな衣服が、HUIS in houseのデザインする衣服です。
縫製・ボタンなど細かなデザインに拘りつつ、どなたにも馴染むベーシックな衣服は、
いつでも・いつまでも、あなたの暮らしをここちよさで包んでくれます。

D E S I G N

HUIS in houseHUIS in house

ゆったりとしたオーバーサイズのシンプルなTシャツで、ユニセッ
クスで着用いただけるサイズ感です。身幅をたっぷりととった
贅沢なつくりで、SUVIN COTTONの柔らかな落ち感や、高級
感あるツヤ感を味わうことができます。
アームホール（袖の付け根部分）を広めにとったパターンで、ゆっ
たりと着ていただけるほか着用時の雰囲気あるシルエットが生ま
れます。
首まわりのフライスにもSUVIN COTTONを使った特別なフラ
イスを用いた仕様で、極上の着心地を体感していただけます。

カラー ivory / kuro / siro
生産国 日本
素材 コットン100％（SUVIN COTTON100％使用）
サイズ ユニセックス F   肩幅 56/ 袖丈 23/ 着丈 65/ 身幅 54　
 （着用モデル 160cm / 171cm）　

CS102

ゆる T シャツ
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デザインはオーソドックスなタンクトップで、すっきりとしたシン
プルなシルエット。インナーとして、とろけるような極上の肌触り
を常に感じていられます。

カラー ivory / kuro
生産国 日本
素材 コットン100％（SUVIN COTTON100％使用）
サイズ レディス F   肩幅 31/ 着丈 58/ 身幅 41/ 裾幅 42
 （着用モデル 160cm）　

CS001

タンクトップ
後ろ見頃の裾が立体的になったコクーン型＆肩幅がゆったりと
とられたドルマンスリーブになった長袖カットソーで、ふわりと
した自然なシルエットを楽しめるものになっています。
ドレープ感のあるすっきりとしたデザインで、さりげなく体型も
隠してくれる使い勝手の良いカットソーです。

カラー ivory / kuro / siro
生産国 日本
素材 コットン100％（SUVIN COTTON100％使用）
サイズ レディス F   肩幅 85/ 袖丈 33/ 着丈 67/ 身幅 108
 （着用モデル 160cm）　

CS202

長袖コクーンカットソー



0 80 7 HUIS in houseHUIS in house

デザインはオーソドックスなタンクトップで、すっきりとしたシン
プルなシルエット。インナーとして、とろけるような極上の肌触り
を常に感じていられます。

カラー ivory / kuro
生産国 日本
素材 コットン100％（SUVIN COTTON100％使用）
サイズ レディス F   肩幅 31/ 着丈 58/ 身幅 41/ 裾幅 42
 （着用モデル 160cm）　

CS001

タンクトップ
後ろ見頃の裾が立体的になったコクーン型＆肩幅がゆったりと
とられたドルマンスリーブになった長袖カットソーで、ふわりと
した自然なシルエットを楽しめるものになっています。
ドレープ感のあるすっきりとしたデザインで、さりげなく体型も
隠してくれる使い勝手の良いカットソーです。

カラー ivory / kuro / siro
生産国 日本
素材 コットン100％（SUVIN COTTON100％使用）
サイズ レディス F   肩幅 85/ 袖丈 33/ 着丈 67/ 身幅 108
 （着用モデル 160cm）　

CS202

長袖コクーンカットソー



0 0 HUIS in huis

どれだけ着心地の良い服も、着るたびにドライクリーニングが必要な服だとしたら、
それは日常着としてはなかなか使いづらいものです。
HUIS/HUIS in houseの生地は、お手入れの容易さも特徴です。
ご家庭の洗濯機で気兼ねなくお洗濯してください。

E A S Y  C A R E

カラー ivory / kuro
生産国 日本
素材 コットン100％（SUVIN COTTON100％使用）
サイズ レディス F   肩幅 31/ 着丈 58/ 身幅 41/ 裾幅 42
 （着用モデル 160cm）　

CS302

ショートスリーブワイドワンピース
肩幅 105cm とたっぷり贅沢に生地を使ったワイドシル
エットのワンピースで、袖丈は５分丈くらいの丈感になり
ます。
生地をたっぷりと使いながらも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を楽しめるもの
になっています。
ドレープ感のあるデザインで、さりげなく体型も隠して
くれる使い勝手の良いワンピースです。

1 00 9 HUIS in houseHUIS in house



0 0 HUIS in huis

どれだけ着心地の良い服も、着るたびにドライクリーニングが必要な服だとしたら、
それは日常着としてはなかなか使いづらいものです。
HUIS/HUIS in houseの生地は、お手入れの容易さも特徴です。
ご家庭の洗濯機で気兼ねなくお洗濯してください。

E A S Y  C A R E

カラー ivory / kuro
生産国 日本
素材 コットン100％（SUVIN COTTON100％使用）
サイズ レディス F   肩幅 31/ 着丈 58/ 身幅 41/ 裾幅 42
 （着用モデル 160cm）　

CS302

ショートスリーブワイドワンピース
肩幅 105cm とたっぷり贅沢に生地を使ったワイドシル
エットのワンピースで、袖丈は５分丈くらいの丈感になり
ます。
生地をたっぷりと使いながらも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を楽しめるもの
になっています。
ドレープ感のあるデザインで、さりげなく体型も隠して
くれる使い勝手の良いワンピースです。

1 00 9 HUIS in houseHUIS in house



1 21 1

シンプルなスウェットベストにポケットをあしらった、
ベーシックなデザインのベスト。
配色リブは丈裾だけにあしらった落ち着いたカラーリングで、
男女問わずに重宝していただけます。
ブラウスやカットソーなどどんなスタイルにもしっくりとなじみ、
幅広いシーズンに暖かくきていただけるほか、コーディネートの
幅が広がります。

カラー khaki beige / gray
生産国 日本
素材 コットン100％（SUVIN COTTON100％使用）
サイズ ユニセックス F   肩幅 42/ 着丈 61/ 身幅 53　
 （着用モデル 160cm / 171cm）　

SW601

ポケットベスト

世界的にも希少な最高級綿「SUVIN COTTON」を100％使用して生まれるHUIS in  houseの
【SUVINスウェット】は、トロトロと柔らかみのある肌触りと、ふっくらしなやかな着心地が特徴です。
従来のスウェット素材にみられがちな硬さやごわつきを一切感じさせず、また、しなやかで落ち感のある
素材感は、身体にしっとりと馴染みます。
世界の綿花生産量のうち、わずか0.00001%と言われる最高級の「SUVIN COTTON」。
そして、2.9マイクロのSUVIN糸だからこそ実現できる「超甘撚りの糸」が編み上げるSUVINスウェット
は、唯一無二のスウェット素材です。
また、丸編みの世界的な産地・和歌山の高い技術をもつニッターで編み立てられた【SUVINスウェット】
は裏毛の毛足の長さが特徴で、暖かな空気を多く含み、他にはない心地よい着心地が生まれます。

S U V I N  C O T T O N  スウェット

HUIS in houseHUIS in house



1 21 1

シンプルなスウェットベストにポケットをあしらった、
ベーシックなデザインのベスト。
配色リブは丈裾だけにあしらった落ち着いたカラーリングで、
男女問わずに重宝していただけます。
ブラウスやカットソーなどどんなスタイルにもしっくりとなじみ、
幅広いシーズンに暖かくきていただけるほか、コーディネートの
幅が広がります。

カラー khaki beige / gray
生産国 日本
素材 コットン100％（SUVIN COTTON100％使用）
サイズ ユニセックス F   肩幅 42/ 着丈 61/ 身幅 53　
 （着用モデル 160cm / 171cm）　

SW601

ポケットベスト

世界的にも希少な最高級綿「SUVIN COTTON」を100％使用して生まれるHUIS in  houseの
【SUVINスウェット】は、トロトロと柔らかみのある肌触りと、ふっくらしなやかな着心地が特徴です。
従来のスウェット素材にみられがちな硬さやごわつきを一切感じさせず、また、しなやかで落ち感のある
素材感は、身体にしっとりと馴染みます。
世界の綿花生産量のうち、わずか0.00001%と言われる最高級の「SUVIN COTTON」。
そして、2.9マイクロのSUVIN糸だからこそ実現できる「超甘撚りの糸」が編み上げるSUVINスウェット
は、唯一無二のスウェット素材です。
また、丸編みの世界的な産地・和歌山の高い技術をもつニッターで編み立てられた【SUVINスウェット】
は裏毛の毛足の長さが特徴で、暖かな空気を多く含み、他にはない心地よい着心地が生まれます。

S U V I N  C O T T O N  スウェット

HUIS in houseHUIS in house



シンプル＆ベーシックなデザインと、ユニセックスで着用いただ
けるサイズ感のジップパーカー。
さりげない立ち襟と大きめのポケットがポイントになっているほか、
小さめのフードがカジュアルすぎない落ち着いた印象を与えてくれ
ます。
軽くしなやかな着心地のため、どんなレイヤードスタイルにもスト
レスなく着用いただくことができます。

カラー khaki beige / gray
生産国 日本
素材 コットン100％（SUVIN COTTON100％使用）
サイズ ユニセックス F   裄丈 78/ 身幅 55/ 着丈 60　
 （着用モデル 160cm / 171cm）　

SW701

ジップパーカー

1 41 3 HUIS in houseHUIS in house



シンプル＆ベーシックなデザインと、ユニセックスで着用いただ
けるサイズ感のジップパーカー。
さりげない立ち襟と大きめのポケットがポイントになっているほか、
小さめのフードがカジュアルすぎない落ち着いた印象を与えてくれ
ます。
軽くしなやかな着心地のため、どんなレイヤードスタイルにもスト
レスなく着用いただくことができます。

カラー khaki beige / gray
生産国 日本
素材 コットン100％（SUVIN COTTON100％使用）
サイズ ユニセックス F   裄丈 78/ 身幅 55/ 着丈 60　
 （着用モデル 160cm / 171cm）　

SW701

ジップパーカー

1 41 3 HUIS in houseHUIS in house



1 6HUIS in house

カラー khaki beige / gray
生産国 日本
素材 コットン100％（SUVIN COTTON100％使用）
サイズ ユニセックス F   肩幅 65/ 袖丈 48/ 身幅 65/ 着丈 63
 （着用モデル 160cm）　

ゆったりと身幅をとったゆるいシルエットのスウェット
プルオーバー。
前見頃と後見頃の着丈に前後差をつけ配色リブを
あしらった、メリハリのあるデザインが特徴です。
軽くとろみのある素材感のため落ち感が生まれ、
どなたでもすっきりと着ていただくことができます。

SW201

ゆるプルオーバー肩を自然に覆ってくれる
フレンチスリーブタイプのスウェットベスト。
首と丈裾に配色リブをあしらうほか、サイドにさりげないスリット
が入り、カジュアルなデザインとシルエットを楽しんでいただけます。
ブラウスやカットソーなどどんなスタイルにもしっくりとなじみ、
幅広いシーズンに暖かくきていただけるとともに、コーディネート
の幅が広がります。

カラー khaki beige / gray
生産国 日本
素材 コットン100％（SUVIN COTTON100％使用）
サイズ ユニセックス F   肩幅 60/ 着丈 59/ 身幅 59　
 （着用モデル 160cm）　

SW602

ゆるベスト

1 5 HUIS in house



1 6HUIS in house

カラー khaki beige / gray
生産国 日本
素材 コットン100％（SUVIN COTTON100％使用）
サイズ ユニセックス F   肩幅 65/ 袖丈 48/ 身幅 65/ 着丈 63
 （着用モデル 160cm）　

ゆったりと身幅をとったゆるいシルエットのスウェット
プルオーバー。
前見頃と後見頃の着丈に前後差をつけ配色リブを
あしらった、メリハリのあるデザインが特徴です。
軽くとろみのある素材感のため落ち感が生まれ、
どなたでもすっきりと着ていただくことができます。

SW201

ゆるプルオーバー肩を自然に覆ってくれる
フレンチスリーブタイプのスウェットベスト。
首と丈裾に配色リブをあしらうほか、サイドにさりげないスリット
が入り、カジュアルなデザインとシルエットを楽しんでいただけます。
ブラウスやカットソーなどどんなスタイルにもしっくりとなじみ、
幅広いシーズンに暖かくきていただけるとともに、コーディネート
の幅が広がります。

カラー khaki beige / gray
生産国 日本
素材 コットン100％（SUVIN COTTON100％使用）
サイズ ユニセックス F   肩幅 60/ 着丈 59/ 身幅 59　
 （着用モデル 160cm）　

SW602

ゆるベスト

1 5 HUIS in house



0 8HUIS in house 1 81 7 HUIS in houseHUIS in house

SUVINスウェットの生地をたっぷりと贅沢に使った
コクーン型のワンピース。
肩が落ちるワイドシルエットですが、落ち感のある素材感のため
どなたでもすっきりとしたラインで着用いただくことができます。
丈裾の配色リブを後ろ側だけにあしらったデザインもポイント
です。一枚での着用はもちろん、スカートやパンツスタイルなど
どんなコーディネイトにもしっくりとなじみます。

カラー khaki beige / gray
生産国 日本
素材 コットン100％（SUVIN COTTON100％使用）
サイズ レディス F   肩幅 91/ 袖丈 31/ 身幅 77/ 着丈 99
 （着用モデル 160cm）　

SW301

コクーンワンピース
SUVIN スウェットの生地をたっぷりと贅沢に使ったロング丈の
カーディガン。
スタイルを選ばない落ち着いた丈感で、男女問わずどなたにも
合わせやすいデザインです。
しなやかな素材感のため、アウター使いのほか、コートやブル
ゾンなどのインナー使いとしてもレイヤードしやすく、幅広いシー
ズンに重宝していただくことができます。

カラー khaki beige / gray
生産国 日本
素材 コットン100％（SUVIN COTTON100％使用）
サイズ ユニセックス F   裄丈 82/ 身幅 57/ 着丈 82
 （着用モデル 160cm / 171cm）　

SW702

ロングカーディガン



0 8HUIS in house 1 81 7 HUIS in houseHUIS in house

SUVINスウェットの生地をたっぷりと贅沢に使った
コクーン型のワンピース。
肩が落ちるワイドシルエットですが、落ち感のある素材感のため
どなたでもすっきりとしたラインで着用いただくことができます。
丈裾の配色リブを後ろ側だけにあしらったデザインもポイント
です。一枚での着用はもちろん、スカートやパンツスタイルなど
どんなコーディネイトにもしっくりとなじみます。

カラー khaki beige / gray
生産国 日本
素材 コットン100％（SUVIN COTTON100％使用）
サイズ レディス F   肩幅 91/ 袖丈 31/ 身幅 77/ 着丈 99
 （着用モデル 160cm）　

SW301

コクーンワンピース
SUVIN スウェットの生地をたっぷりと贅沢に使ったロング丈の
カーディガン。
スタイルを選ばない落ち着いた丈感で、男女問わずどなたにも
合わせやすいデザインです。
しなやかな素材感のため、アウター使いのほか、コートやブル
ゾンなどのインナー使いとしてもレイヤードしやすく、幅広いシー
ズンに重宝していただくことができます。

カラー khaki beige / gray
生産国 日本
素材 コットン100％（SUVIN COTTON100％使用）
サイズ ユニセックス F   裄丈 82/ 身幅 57/ 着丈 82
 （着用モデル 160cm / 171cm）　

SW702

ロングカーディガン



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

HUIS.  SHOWROOM

LOCATION (cover) / Rachel  @rachel_1552




