
MAISON SPECIAL Co.,LTD
株式会社MAISON SPECIAL設立

2018年7月

代表者
菅井 隆行

資本金
10百万円

事業内容
衣料品、服飾雑貨等の販売

本店所在地
東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-11-1

本社・営業本部
東京都渋谷区神宮前 2-22-16

展開ブランド
MAISON SPECIAL

ホームページ
www.maisonspecia l.co.jp/

Established
July 2018

President and Representative Director
Takayuki Sugai

Paid-in Capital
¥10 million

Business Content
Sales of clothing and fashon goods,etc.

Registered Of�ce
2-11-1 Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

Main Of�ce
2-22-16 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

Brands
MAISON SPECIAL

2022年4月改訂



SPECIAL
IS

YOUR
STANDARD.

Discerning things of authentic value and special things yet to be 

discovered among abundance of goods and information that �ood the 

homogenized trends and cultures of today, may be the standards of 

tomorrow.

MAISON SPECIAL will create clothing of functional/state-of-the-art 

designs in tune with the moment, with skills and materials unique to 

areas over the world, to make your day a SPECIAL one. 

Making SPECIAL a STANDARD.

SPECIAL

IS

YOUR

STANDARD.

モノや情報があふれている時代、

均一化したトレンドやカルチャーの中で、

本当に価値のあるモノ、

世の中にない特別なモノを見出すことが、

これからのスタンダードになっていくのではないだろうか。

MAISON SPECIALは世界中のそこにしかない技術や素材に、

今を捉えた先進的 /機能的デザインをのせて、

SPECIALな日常を創り出す服を生み出していきます。

SPECIALを、STANDARDに。

Our Brand

Proposing lifestyles half-a-step ahead and continually creating new values, The SAZABY LEAGUE launched 

MAISON SPECIAL Co., Ltd. in July 2018 to develop a craft fashion brand merging “high fashion x high 

factory”. 

MAISON SPECIAL creates clothing that makes each day special, with design and functions re�ecting the feel of 

the times from materials and skills unique to areas not only in Japan but all over the world.

Our extra care goes into delivering pieces of special unpredictable elements that impress and surprise our 

customers with design and material that seemed possible but were not.

Today, when business attire is turning more liberal than ever, MAISON SPECIAL continues to offer special 

emotions and thrills for adult men and women enjoying fashion across the borders of at- and off-work hours.

半歩先のライフスタイルを提案し、新しい価値を創造し続けるThe SAZABY LEAGUEから、

“ハイファッション×ハイファクトリー”が融合したCRAFT FASHIONブランド“MAISON SPECIAL”

を展開するため、株式会社MAISON SPECIALを2018 年 7月に設立いたしました。

私たちは、日本だけではなく世界中のそこにしかない素材や技術を集め、今の時代感を捉えたデザイン

や機能に乗せて、SPECIALな日常を作り出す服を生み出していきます。

デザインや素材にありそうでなかったもの、意外性やギャップが驚きや感動を呼び起こす“SPECIAL”

なポイントを服にのせ、お客様へ届けていくことにこだわっていきます。

ビジネスシーンにおいて服装の自由度が高まっている中、オン / オフ問わずファッションを楽しむ大人の

男女に向けて、“MAISON SPECIAL”は特別感や高揚感などエモーショナルな体験を提供してい

きます。

Our Business


