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SAIS

“QUE SAIS-JE? JE VEUX SAVOIR.”
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「Que sais-je?」（私は何を知っているのか？）

今、袖をとおす服について何を知っているだろう？

どこかで誰かが糸を紡ぎ、生地を織り、編み、裁ち、縫う。

そうして、やっと一着が出来上がる。

今もなお当たり前のように真面目な手仕事を続けている人たちがいる。

そうして確かな手間をかけて作られたものは特別にいい。

素材の歴史とメッセージをどことなく肌で感じたり、

かすかな手作業の跡が不思議と心地よかったりする。

だから私たちは誰がどんな顔をして作っているのか、きちんと知りたい。

大切なのは服を着ることについて自分で考えたかどうか。

着飾ったり背伸びしたりしない。ただ知って選ぶ。

SAIS は技術者と対話しながら服を作ります。

“SAIS" QUE SAIS-JE? JE VEUX SAVOIR.

“ 知る”

私は何を知っているのか？ 私は知りたい。
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SAIS は素材にこだわります。生産過程を見て、職人と対話し、日本の布地を再発見します。日本の各土地には、洋装が広まった

戦前から今日までの何十年にもわたり、日々、衣服をつくることを営みとしてきた人たちがいます。脈々と技術をつないできた

家族や工場や街があります。その良さは触ってみたらすぐにわかる。ふっくらとした混交の布帛、しなやかで上質な裏毛、

なめらかでよく伸びる天竺……何も派手ではないけれど、真剣にものづくりを続けたからこそ生まれたものです。どの生地も、

実用性とストーリーを併せ持っているのです。

FABRICS

綿麻ウール三者混交平織 超熟ピマ裏毛 超長綿スビン天竺

ORIGINAL FABRICS
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FABRICS DETAIL

たて糸に綿、よこ糸には麻とウールを配合した平織りの布帛生地は、

さらりとした肌ざわりのなかにランダムなネップ感があり、あたたかみ

を感じるファブリック。さらにウールのしなやかさと麻の光沢やハリ感

が加わり、他にない独特な表情を見せます。それぞれ染色性が異なる

天然繊維なので各糸ごとに先染めをしています。

綿麻ウール三者混交平織

機屋：株式会社イチテキ（愛知県一宮市）
染色：株式会社森保染色（愛知県一宮市）
縫製：ソーイングユーキ（福井県福井市）

3 種の天然繊維をブレンドした高
品質な生地。洗いざらしで仕上げた
ナチュラルなシワ感と、上品な光沢
感を併せ持っているのが特徴。

既製服ではあまり行われない丸
縫い。生地の縫製と裁断からボタン
ホールの穴がかりまで、すべて一人
の職人が仕上げています。

品質：綿 47%、麻 30%、ウール 23%

原材料地は日本。希少な超長綿を使用した糸で編み上げた上質な裏毛

スウェット生地です。なめらかで光沢感がありシルクのような美しい光沢

感が特徴です。黒色の染めには、特濃ブラックという染色方法を採用。

同じ黒でも、浅い黒や、赤みの強い黒、緑みの強い黒……と幅がありますが、

この方法ならより深い黒に仕上がります。

超熟ピマ裏毛

機屋：有限会社紀南莫大小工場（和歌山県和歌山市）
染色（オフホワイト）：金井染工株式会社（栃木県足利市）
染色（ブラック）：本田染工株式会社（東京都葛飾区）

見た目にはなめらかな光沢感が
あり、着心地はしなやかで心地
いい。大人に似合う上質なスウェッ
ト生地。

なめらかさが特徴の超長綿に、さら
に特殊な工程を加え、しなやかな
肌ざわりを追求しました。シルク
なような美しい光沢感が特徴です。

品質：綿 100%

超長綿スビンとDCH32の混紡の天竺ニット。毛羽が少なく、光沢があり、

油分が多い、希少なコンパクトスピン糸を使用したことによる、つるり

とした美しさが特徴。通常、この素材で編まれるゲージよりもハイゲージで

細かく編み立てたことによって、しっかりとした面感のある仕上がりです。

染色は特濃ブラックを採用。

超長綿スビン天竺

機屋：トーエイニット株式会社（岐阜県羽島市）
染色（オフホワイト）：金井染工株式会社（栃木県足利市）
染色（ブラック）：本田染工株式会社（東京都葛飾区）

体に合わせて驚くほど伸びるから
ストレスフリー。一見、布帛の
ようにも見える目の詰まった均一
な編みで、つるりとした面感が
特徴。

極上の肌ざわりは希少種の超長綿
スビンを使用しているから。さら
に生地を柔らかくする工程を加え、
上質な天竺に編み上げました。

品質：綿 100%
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オールシーズン、毎日、着たい服を作りました。着飾ったり背伸びをしたりするためのものではなく、自然体でいられる着心地

の良さや、程よいバランスに見える設計を大切にしています。『一見、なんてことないけれど、どこか洗練されている』そんな服が

私たちの理想です。だから特別いい素材を使い、古き良き服をヒントに実用的なディティールを取り入れ、ほんの少しひねりの

あるデザインをします。カラーパレットは、始まりを予感する “白” と、知性の色とも言われる “黒” が基本。それを起点

にベーシックな色味の服を作ります。さらに、“素材の作り手” と “SAIS” と “着る人” だけで成立する、健全でシンプルな方法を

選び、高品質なものを適正な価格で提供します。

PRODUCTS

ONLINE SHOP

shop.sais.jp

■ オンラインショップに関する問い合わせ

エヌイグレック株式会社 SAIS オンラインショップ担当者宛て

TEL：03-3481-0280  10:30 ～18:00

（土日祝・年末年始・夏季休業を除く）

FAX：03-5452-8280

MAIL：order@sais.jp

※公式 Instagram  @sais_jp からもオーダーいただけます
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綿麻ウール三者混交平織 オーバーコート

綿麻ウール三者混交平織 シャツジャケット

綿麻ウール三者混交平織 テーパードパンツ

[201s-ct01]  ¥45,000 +tax   size: 36 / 38 / 48

[201s-bl01]  ¥16,000 +tax   size: 36 / 38 / 48

[201s-pt01]  ¥18,000 +tax   size: 36 / 38 / 44 / 48

・3 種の天然繊維をブレンドして均一に織り上げた高品質な生地。洗いざらしで仕上げたナチュラ
ルなシワ感と、上品な光沢感を併せ持っているのが特徴。他にはない独特な風合いが魅力です。

・胸元から裾にかけて広がる A ラインが特徴。キレイなドレープが出るように設計されているので
着膨れ知らずで、素朴ながらもエレガントな印象を与えます。

・ざっくりした襟がこだわり。締め付けのない着心地で、見た目にも適度なリラックス感を与えま
す。襟元にやや大きめのラウンドをつけながらも、可愛くは見せないようスタイリッシュに仕上
げました。

・表地には薄手の綿麻ウール三者混交生地、裏地には厚手の生地を使用。軽やかな見た目と、しっ
かりしたハリ感ある着心地を両立。

・裏地の切り替えや、袖口タブ、ボタン経などに 60 年代のディテールを多く取り入れたことで、
クラシックなエッセンスを感じます。

・3 種の天然繊維をブレンドして均一に織り上げた高品質な生地。洗いざらしで仕上げたナチュラ
ルなシワ感と、上品な光沢感を併せ持っているのが特徴。他にはない独特な風合いが魅力です。

 ・ドイツ軍のミリタリーウェアをベースに、細部を調整し、どんな時にも合わせやすい一着にアッ
プデートしました。

・シャツらしい薄手素材でありながら、大きめのボタンによってブルゾンのような印象も併せもつ、
シンプルなシャツありそうでないデザインです。

・昔ながらの折り伏せ縫いという縫製仕様によって、美しく頑丈な仕上がり。

・3 種の天然繊維をブレンドして均一に織り上げた高品質な生地。洗いざらしで仕上げたナチュラ
ルなシワ感と、上品な光沢感を併せ持っているのが特徴。他にはない独特な風合いが魅力です。

 ・ドイツ軍のミリタリーウェアをベースに、細部を調整し、どんな時にも合わせやすい一着にアッ
プデートしました。

・シャツらしい薄手素材でありながら、大きめのボタンによってブルゾンのような印象も併せもつ、
シンプルなシャツありそうでないデザインです。

・昔ながらの折り伏せ縫いという縫製仕様によって、美しく頑丈な仕上がり。

PRODUCTS DETAIL
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綿麻ウール三者混交平織 肩掛けオーバーパンツ

超熟ピマ裏毛 スウェットシャツ

超熟ピマ裏毛 スウェットプルパーカー

[201s-pt02]  ¥18,000 +tax  size: 36 / 38 / 44 / 48

[201s-cs02]  ¥14,000 +tax   color: WHT / BLK  size: 36 / 38 / 48

[201s-cs01]  ¥17,000 +tax   color: WHT / BLK  size: 36 / 38 / 48

・3 種の天然繊維をブレンドして均一に織り上げた高品質な生地。洗いざらしで仕上げたナチュラルな
シワ感と、上品な光沢感を併せ持っているのが特徴。他にはない独特な風合いが魅力です。

・共地で作られた長めの紐は、ウエストに巻いてもいいし肩にかけてサスペンダーのようにも使えます。

・ヒップから裾にかけて、ほぼストレートに落ちるワイドシルエット。

・薄手で軽やかな生地ですが、裏地を厚くすることでしっかりとしたハリのある仕上がりに。体型を拾
いすぎない立体的なシルエットが魅力です。

・後ろポケットなどのディテールをなくして腰回りの張り感を軽減させることで、ウエストにから裾に
かけての美しいシルエットを実現しました。

・裾上げ始末は、テーラリングでよく採用される手まつり仕上げ。ミニマルで洗練された印象を与えま
す。

・やわらかな肌当たりとなめらかな光沢感が特徴の、高品質なスウェット生地です。

 ・首の真横に袖口がくるような T 字の袖付けが特徴。直線的な布地が肩の傾斜に乗ることで自然
なドレープが生まれ、カジュアルなスウェット生地が上品に見えます。

 ・袖口リブは長めに設計しているので、たるませるか折り返すか、お好みの雰囲気で着ていただ
けます。

 ・深い黒色にこだわり、特殊な染料で手間をかけて染め上げることで、ほかに類を見ないを本当
の黒を表現して います。

・やわらかな肌当たりとなめらかな光沢感が特徴の、高品質なスウェット生地です。

 ・首の真横に袖口がくるような T 字の袖付けが特徴。直線的な布地が肩の傾斜に乗ることで自然
なドレープが生まれ、カジュアルなスウェット生地が上品に見えます。

 ・襟はフロントで切られ後身頃は断ち切りにしているので、通常のパーカーのような裾リブの締
め付けがなく、リラックスした着心地です。スポーティな印象になりすぎず、あらゆるコーディネー
トに合わせやすいのもポイントです。

 ・袖口リブは長めに設計しているので、たるませるか折り返すか、お好みの雰囲気で着ていただ
けます。

 ・深い黒色にこだわり、特殊な染料で手間をかけて染め上げることで、ほかに類を見ないを本当
の黒を表現しています。

PRODUCTS DETAIL
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超熟ピマ裏毛 半袖スウェットシャツ

超長綿スビン天竺 半袖カットソー

[201s-cs03]  ¥10,000 +tax  color: WHT / BLK  size: 36 / 38 / 48

[201s-cs04]  ¥9,000 +tax   color: WHT / BLK  size: 36 / 38 / 48

・やわらかな肌当たりとなめらかな光沢感が特徴の、高品質なスウェット生地です。

 ・首の真横に袖口がくるような T 字の袖付けが特徴。直線的な布地が肩の傾斜に乗ることで自然なド
レープが生まれ、カジュアルなスウェット生地が上品に見えます。

・肩から袖にかけて、内側から厚手の素材を当て布して補強しています。長く着ていただける丈夫なつ
くりです。

・深い黒色にこだわり、特殊な染料で手間をかけて染め上げることで、ほかに類を見ないを本当の黒を
表現しています。

・希少なスビンコンパクト綿を使用し、見た目からは想像できないほど、しなやかでやわらかく、
着るひとの動きにフィットする生地が特徴です。

・首の真横に袖口がくるような T 字の袖付けが特徴。直線的な布地が肩の傾斜に乗ることで自然な
ドレープが生まれ、上品な印象を与えます。

・肩から袖にかけて素材を二重にしているので、タフに使っていただけます。

・深い黒色にこだわり、特殊な染料で手間をかけて染め上げることで、ほかに類を見ないを本当の
黒を表現して います。

PRODUCTS DETAIL
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