2018 年 8 月 22 日
株式会社オンワードパーソナルスタイル

最短 1 週間で高品質なオーダーメイドスーツが作れる『KASHIYAMA the Smart Tailor』

メンズオーダーメイドシャツライン展開スタート
さらにウィメンズスーツラインの WEB 販売もサービス開始
株式会社オンワードパーソナルスタイル（本社：東京都港区 代表取締役社長：関口 猛）は、2017
年 10 月に販売を開始したオーダーメイドスーツブランド『KASHIYAMA the Smart Tailor（カシヤマ ザ・
スマートテーラー）』（https://kashiyama1927.jp/）において、メンズオーダーメイドシャツラインの展開お
よび、ウィメンズスーツラインの WEB サイトでの販売を、2018 年 8 月 22 日（水）よりスタートします。

この度、展開をスタートするメンズオーダーメイドシャツラインは、心地よい着心地で、スーツ着用
時の機能性を最大限引き出したオリジナルシリーズです。デザインは、首にジャストフィットする襟や、
肩先の動きやすさを意識したゆとり感など、美しくて着やすいシャツを目指しました。また、すべて日
本国内で製造しており、独自開発したオリジナル貝ボタンや、高級シャツの必須条件である本縫い本
巻縫い仕様、エレガントに見える 3mm ステッチなど、細部までこだわりを実現しました。さらに、初め
ての方でもお試しいただきやすくするため、エントリー価格は 6,900 円（税別）からに設定し、3 カテゴ
リー約 100 色からお好みの生地をお選びいただけます。店舗・ショールームでの採寸・購入に加え、
1 着目から EC サイトで簡単に購入が可能で、オーダーメイドスーツと同様に最短 1 週間でお届けし
ます。
また、今回のウィメンズスーツラインの WEB サイト販売スタートにより、一度店舗で採寸しボディデ
ータを作成いただければ、メンズ同様 2 着目以降は採寸なしで手軽に EC サイトでの購入が可能に
なります。ビジネスシーンで活躍するベーシックなデザインはもちろん、家族行事等でも活躍するデ
ザインなど、幅広いシチュエーションで着用可能な豊富なデザインを取り揃えたラインです。生地は
スーツにふさわしい上質なものを厳選しており、ウール混・ウール 100％などの素材から、ストレッチ
のきいた素材まで、約 150 種類からお好みの素材を選ぶことができます。
※ウィメンズスーツラインは、現在一部の店舗・ショールームのみの取り扱いです。（取り扱い店舗・ショールー
ムは資料 3 参照）

独自のイノベーションとテクノロジーで、高品質はそのままに最短 1 週間でのお届けを実現する
『KASHIYAMA the Smart Tailor』は、さらなるサービスの拡充を通じて、“オーダーメイドスーツの民主
化“を目指します。

資料 1

■『KASHIYAMA the Smart Tailor』メンズオーダーメイドシャツの特長
❏国内生産ならではのハイクオリティを実現
スーツ着用時の機能性を損なわない着心地を目指し、細部までこだわることで最高級の心地よさを実
現しました。貝ボタンには、厳選された厚みのある高瀬貝を使用することにより割れにくく、かけやすい加
工を施したオリジナルボタンを採用。さらに、高級シャツの必須条件である本縫い本巻縫い仕様を採用し、
またエレガントに見えるこだわりの３㎜ステッチを取り入れるなど、徹底的に細部の仕様までこだわりまし
た。

❏永く着用できるスタンダードデザイン
どんな方の体にもフィットする、こだわり抜いたスタンダードデザインを作成。ネクタイ着用時はもちろん、
ノーネクタイでも美しく収まる設計のため、様々なシーンでご活用いただけます。
❏エントリー価格は\6,900（税別）～、手頃な価格設定
高品質を保ちながらも、エントリー価格は\6,900（税別）に設定し、オーダーメイドシャツが初めての方で
も手軽に挑戦できる価格帯にこだわりました。
❏選べる 3 カテゴリー、約 100 色の生地
生地は、オーセンティックな「スタンダード」、形態安定の「イージーケア」、海外からセレクトした「インポ
ート」の 3 種類、約 100 色をご用意。利用シーンやご自身の趣向、お好みの着心地に合わせて、お好きな
1 枚をお選びいただけます。

❏1 着目から簡単オンライン購入
1 着目から、店舗に行くことなく EC サイトでオンライン購入が
可能。ホームページに記載されている、お手持ちのシャツの測
り方、身体の採寸の仕方をもとにオンラインオーダー。なお、店
舗・ショールームにおける採寸・購入も可能です。

❏最短 1 週間納品
本商品はお届けする際に、余分な附属をな
くした環境に配慮した包装を採用し、コンパク
トな荷姿となっております。

.

資料 2

■『KASHIYAMA the Smart Tailor』ウィメンズスーツラインの特長
※現在、一部の店舗・ショールームのみの取り扱いです。（取り扱い店舗・ショールームは資料 3 参照）
❏ニーズによって選べる、豊富なデザインパターン
豊富なデザインパターンを取り揃えており、自分好みの 1 着をお選びいただけます。デザインは、
ベーシックできちんとした中にも女性らしさを感じさせるシルエットのジャケットに、フロントに切り替え
があり、体にきれいに沿った女性らしいシルエットのスカート、もしくは、裾に向けて細くなる形状で脚
を長くきれいにみせるテーパードパンツをお選びいただけます。また、ボタン、裏地、ベント、袖口の
お好みのデザインを選ぶことができ、さらに有料オプションで、チェンジポケット、胸ポケット、AMF ス
テッチ、内ポケットなどのアレンジも対応しています。

❏約 150 種類の多様な生地の品揃え
スーツにふさわしい上質な生地を厳選し、ウール混、ウール 100％の素材から、ストレッチのきい
た女性らしい生地まで約 150 種類の素材をご用意。ご利用になるシーンを想像しながら、TPO に合
わせてお好きな生地をお選びいただけます。
❏熟練フィッターがぴったりと体にあったスーツをお仕立て
長年の経験を積んだ熟練フィッターが、体型の悩みや魅せたいイメージ
に合わせて、世界に 1 着だけのオーダーメイドスーツをお仕立てします。
なおフィッターは女性フィッターの指定も可能で、スーツをきれいに着こな
すポイントやアレンジ方法などをアドバイスします。

❏2 着目からはオンライン購入可能
今回の WEB サイト販売サービス開始により、2 着目以降は、記録され
たボディデータをもとに、生地やデザインを選ぶだけで手軽にオンライン
オーダーが可能になります。サイズの微調整もスマホで簡単に更新出来
ます。（フィッターによる再採寸も可能です。）
WEB サイト：https://kashiyama1927.jp/
＜対応しているデザインパターン＞
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フロントデザイン

8 種類

プリーツ

3 種類

裏地仕立て

2 種類

ポケット

6 種類

ボタン数

2 種類

ボタンの留め方

3 種類

袖口デザイン

4 種類

ポケット

2 種類

パンツカフス

2 種類

ポケット

2 種類

資料 3

■『KASHIYAMA the Smart Tailor』とは
『KASHIYAMA the Smart Tailor』は、店舗・訪問・EC サイトでオーダーメイドスーツを販売するオ
ムニチャネル進化形としての新事業です。従来のオーダーメイドスーツは店舗でフィッターに採寸
してもらうことが当たり前でしたが、『KASHIYAMA the Smart Tailor』は、店舗で採寸をお受けするほ
か、お客様のご都合のよい場所・時間に熟練フィッターを“デリバリー”する「出張採寸」を採り入れ
ました（ウィメンズスーツラインは、出張採寸を実施しておりません）。2 着目以降は採寸したボディ
データをもとに、EC サイト上でデザインや素材を選択し、こだわりの 1 着をオーダーメイドすること
が可能です。中心価格は 4 万円（税別）としながらエントリー価格は 3 万円（税別）からに設定し、
独自のイノベーションとテクノロジーで高品質はそのままに最短 1 週間での納品を実現。「オーダ
ーメイドスーツの新体験」を通じて好評を得ています。
■『KASHIYAMA the Smart Tailor』店舗一覧
店舗名

住所

TEL

広尾店

東京都港区南麻布 5-16-10 カルチェブラン広尾 1F/B1F

03-3280-1577

自由が丘店

東京都目黒区自由が丘 2-15-20 メイプルツイン 1F

03-5731-3507

吉祥寺店

東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-25-10 KS-2 ビル 1F

0422-28-7880

目白店

東京都新宿区下落合 3-22-19 ジュエリーベル 1F

03-5988-7781

中野店

東京都中野区新井 1-15-12

03-5318-6821

三軒茶屋店

東京都世田谷区太子堂 2-7-2 リングリングビル B 棟 1F

03-5431-5165

たまプラーザ店

神奈川県横浜市青葉区美しが丘 1-11-22

045-909-5372

大倉山店

神奈川県横浜市港北区大倉山 1-11-3 飯田ビル 1F

045-541-5106

札幌店

北海道札幌市中央区北 2 条西 9 Wall Annex1F

011-208-5606

名古屋店

愛知県名古屋市中村区名駅 5-31-10 リンクス名駅ビル 1F

052-533-3238

大阪本町店 ※

大阪府大阪市中央区本町 3-2-5 （株）オンワード樫山大阪支店 1F

06-6252-8170

岡本店

兵庫県神戸市東灘区岡本 1-14-20 ココリコビル 1F

078-414-6221

福岡店 ※

福岡県福岡市中央区大名 2-6-43 （株）オンワード樫山福岡支店 1F

092-712-2290

※ウィメンズスーツライン取り扱い店舗

■『KASHIYAMA the Smart Tailor』ショールーム一覧
ショールーム名

住所

TEL

銀座ショールーム ※

東京都中央区銀座 3-3-14 啓徳ビル 8F

090-1784-6311

秋葉原ショールーム

東京都千代田区神田佐久間町 2-18-5 アークビル 9F

090-1784-7523

芝浦ショールーム ※

東京都港区海岸 3-9-32 オンワードベイパークビルディング内 2F

070-6564-9510

仙台ショールーム ※

宮城県仙台市青葉区二日町 12-34 ㈱オンワード樫山仙台支店 2F

070-6957-9900

名古屋ショールーム

名古屋市中村区名駅南 4-11-31 ㈱オンワード樫山名古屋支店 1F

052-563-2344

広島ショールーム

広島市西区南観音 3-12-10 ㈱オンワード樫山広島支店 1F

082-218-0964

※ウィメンズスーツライン取り扱い店舗

