Fashion Your Inspiration
オリジナリティのある新しいモノづくりを実現
staf ® は過去 50 年分のファッションアーカイブ＆トレンド情報及び様々なコンテンツが用意された WEB サービスです。
直感的 & 簡単に操作できるツールで情報を整理し、商品企画がおこなえます。
ファッション業界におけるモノづくりをあらゆるステージでサポートします。

アカウントを登録するだけで、staf® のすべての機能を無料で 30 日間お試しいただけます。

スマートフォン専用アプリ
アプリ
「stafphoto」もご活用くだ
用ください。
さい。

https://staf.shimaseiki.com
https://staf
shimaseiki com

Inspiration Contents

Trend Archive

過去 50 年分のトレンドコンテンツと来シーズンの予測を踏まえたコンテンツを豊富に用意しています。

過去から現代さらには未来に至るまでの情報を収集し、ファッションインスピレーションにつなげます。

MATERIAL

COLLECTION

COLOR HISTORY

素材

コレクション写真

カラーヒストリー

1960 年代からのトレンド素材画像。

パリ・ロンドン・ミラノ・ニューヨークの 4 大コレク

トレンドカラーの過去 50 年分の変遷を視覚的に一

1970 年代からはメンズも用意。

ションを中心とした、2013 年からのランウェイ写真。

貫して捉える事ができます。さらにその年のトレ
ンドカラーをテーマ別に詳しくチェックできます。

COLOR

FLAT SKETCH

カラー

絵型

1960 年代からのトレンドカラーデータ。

1990 年代からのサイズ情報付きの絵型。縫製仕様書

SDS -ONE APEX3 や Adobe Photoshop に取り込ん

があるものは、仕様の詳細まで確認可能。

で編集することも可能。

一部、3D 表示にも対応。

®

KNIT SAMPLE

KNITTING PATTERN

ニット製品写真

ニット柄

最新の編成テクニックによる洋服感覚の新しいオリジ

高度なシミュレーション技術によるバーチャルスワッ

ナルニット製品写真。

チで表現したニット柄画像。

TREND HISTORY & ARCHIVE

NEWS

トレンドヒストリー＆アーカイブ

ニュース

過去 50 年のファッショントレンドの変遷を各時

ファッションに関するお勧めニュースサイトの中

代の背景と共に写真・素材・絵型・カラーやテイ

から気になるニュースの記事をまとめて読むこと

スト別にマッピングした遷移図でトレンドを感覚

ができます。さらに、RSS 対応のニュースであれ

的に捉えることができます。

ば、気になるサイトを追加することもできます。

MY PAGE
SUPER SEARCH

FAVORITE

スーパーサーチ

お気に入り

カテゴリー別の検索メニューで、無数の

ハートをクリックして、自分の気に入っ

素材から具体的に探したいものをすぐに

たコンテンツをお気に入りに登録できま

見つけることができます。さらに、staf ®

す。また、独自に設定したタグでグルー

お勧めコンテンツの提案により、インス

プ分けできるので、使いやすいように整

ピレーションを沸かせます。

理することができます。

マイページ

My Page

よく利用する機能（ウィジェット）を自分好みにカスタマイズできます。
自分だけの作業スペースを訪れる感覚で、中断していた作業をすぐに再開でき、
最新のコンテンツにもすばやくアクセスできます。

staf ® はあなたの企画シーンでの問題を解決します

様々な情報に触れたいが、作業時間がない

アイデア収集

Idea Tools

staf ® なら、総合写真エージェンシー Aflo 提供の最新のコレクション写真や、過去 50 年に渡るトレンド・カラーのアーカイブなどの情
報を簡単に集めることができます。

情報を集める際に、大量のコレクション写真や、集めた画像の整理が難しい

アイデアをさらに具現化して提案するツールがあります。
アイデア整理

ハートのアイコンを押すだけで、自分の気に入った情報をストックし、撮影した写真を簡単に取り込むこともできます。お気に入りの情
報をアーカイブし、効率的に整理ができるので、コピーや印刷の量も減り、コスト削減にも貢献します。

COLOR PALETTE

時間不足で納得のいく資料が作れず、相手にうまく伝えられないことがある

カラーパレット

プレゼンテーション

カラーピッカー、画像、PANTONE から直感的に

お気に入りの情報から、デスクの上で簡単にアイデアボードを作成する事ができます。カラーチップや画像の配置、さらに大きさの変更
も自由自在にでき、自分の考えをまとめながら「相手に伝わる」企画マップを作成できます。

オリジナルカラー＆配色データを作成することが
できます。決定したカラーを APEX3 や Adobe

イメージの共有が難しく、相手との意思の疎通が図れない

Photoshop に取り込んで編集することも可能です。

ミーティング

打ち合わせの場でアイデアが浮かばない場合でも、staf ® を使うことでインスピレーションが芽生えます。さらに様々なデバイスに対応
しているので、参加者同士でコンテンツの確認ができます。意思疎通を図るための時間が短縮できるほか、お客様の信頼感もアップします。

IDEA BOARD

PHOTO CLIP

アイデアボード

フォトクリップ

お気に入りに登録したイメージを直感的に配置し、

パソコンやタブレット、スマートフォンから任

簡単な操作でアイデアマップを作成することがで

意の画像をいつでもどこでも簡単にアップロー

きます。さらに関連するイメージの提案により、

ドすることができます。オリジナル写真を 20GB

インスピレーションを進化させ、アイデアを形に

のウェブストレージにストックでき、アイデア

していくことができます。

ボードなど staf ® 内で活用していただけます。

いい素材が見つからない、関連したデザインバリエーションをもっと探したい

サンプル作成

staf ® には圧倒的な数の高解像度の生地画像や、バリエーションに富んだ絵型があります。どちらも細かくタグ付けされており、キーワー
ドからさらに深掘りした情報収集が可能です。サンプル作成のためのインスピレーションを、より具現化する支援をします。

×
APEX3 連動によってスピーディな製品開発を実現

staf® で素材をダウンロード、《SDS®-ONE APEX3》の機能を使って即座に製品イメージを確認することができますので
従来よりも簡潔に、そしてスピーディにビジネスへと展開できます。

SHIMA SEIKI のコンピュータグラフィックス（CG）テクノロジーを
集約したアパレルデザインシステム《SDS® -ONE APEX3》
。
横編み・織物・プリント・丸編み・パイルなど様々な業種における、
企画・デザインから生産そして販売までのモノづくり全般をサポート
する “All in One” の 3D アパレルデザインシステムです。

APEX3 との連携で、staf® でつけた企画力をさらにパワーアップさせます。
staf® からダウンロードしたコンテンツは、APEX3 の強力な

具体的なデザインイメージを企画側と生産側の双方で共有す

グラフィック機能でさらにより具現化したイメージに加工で

ることができます。さらに「バーチャルサンプル」を活用し

きます。絵型に柄を合成し、配色やデザインバリエーション

て時間とコストのかかる現物サンプルの作成を最小限に抑え

の作成も容易におこなえます。製品写真から風合いや素材感

ることが可能です。

を損なわない、高品位な配色シミュレーションがおこなえ、

Pattern

Design
織物の縞割・組織などの設計データ

型紙データ

APEX3 を利用して、ダウンロードしたデー

staf ® で選んだ絵型のデザインの型紙デー

タを元に縞割・組織・配色の編集がおこ

タをダウンロードすることができます。

なえます。編集したデータは、高精細な

APEX3 にて、型紙の詳細を確認したり、

織物シミュレーション画像に変換するこ

形状を編集することが可能です。サンプ

とも可能です。設計データを元に織物企

ル作成のファーストパターンの参考デー

画書の出力がおこなえます。

タとして利用できます。

3D

Knit

3D データ

ニット柄データ

staf ® で選んだ絵型のデザインの３D デー

staf ® で選んだ編み地のデザインの柄デー

タをダウンロードすることができます。

タをダウンロードすることができます。

APEX3 にて、シルエットやディテールをい

APEX3 のデザインソフト・ニットソフ

ろいろな角度でチェックしたり、生地画像

トで、組織柄やジャカードのデザイン

を合成することより、事前に製品サンプ

ワークやプログラミングを強力にサポー

ルのデザイン確認を行うことができます。

トします。

お問合せ先

本 社/ 〒 641-8511 和歌山市 坂田 85 番 地
□ 東京支店 / 03-3246-0511
□ 東京TSC甲府 / 055-222-0511
□ 東京TSC太田 / 0276-47-0511

□ 東日本支店 / 0250-43-0511
□ 東日本TSC山形 / 023-643-4629
□ 東日本TSC福島 / 024-576-3291

www.shimaseiki.co.jp
ISO9001認証：SHIMA SEIKIは、アパレルデザインシステムの設計及び製造に関するISO9001認証を取得しています。

073 - 474 - 8200

□ 西日本支店 / 06-6344-0511
□ 西日本TSC名古屋 / 052-363-0511
□ 西日本TSC泉州 / 0725-31-0511
□ 西日本TSC四国 / 0879-24-0511

ISO14001認証：SHIMA SEIKI本社は、ISO14001認証を取得しています。

SHIMA SEIKI、staf、SDS、SDS-ONE、SDS-ONE APEX は株式会社島精機製作所の登録商標です。このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
仕様及び外観は予告なく改良・変更する場合があります。詳しくは、お近くの支店・テクニカルサービスセンター・販売代理店にお問い合わせ下さい。
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