
■店舗展開エリア

オーダースーツブランド 「D I F F E R E N C E 」

新たに23店舗をオープン 全国各地にオーダー体験をお届け

報道関係者各位

PRESS RELEASE

2017年9月11日

株式会社コナカ

革新的な“違い”を実現した、全く新しいオーダースーツ体験を、さらに便利に多くの人々へお届けします。

デ ィ フ ァ レ ン ス

株式会社コナカ（本社神奈川県横浜市代表取締役社長湖中謙介、以下「コナカ」）は、初回のプロの

テイラーによるショップでの採寸データをもとに、二着目以降は、お客様自らがスマホアプリを操作して様々な

カスタマイズや注文までを可能にした、オーダースーツブランド「DIFFERENCE（ディファレンス）」において、

新たに全国で23店舗をオープンいたします。

http://difference.tokyo/

昨年10月にオープンしたDIFFERENCEは革新的なサービスが各方面で話題となり、ご来店のお客様より

大変ご好評を頂き、お陰様で予想以上順調に推移しております。

この度、スーツのニーズが高まる季節を迎えるにあたり、より多くの皆さまにご利用いただくため、

さらに23店舗をオープンいたします。これにより、店舗数は約1カ月間で倍増し、

さらに便利さを追求して多くのお客様にオーダー体験をお届けいたします。

また、よりわかりやすくスムーズにご注文いただけるよう、スマホアプリから選択できる

シャツの生地パターンをさらにリアルに再現するよう機能を充実させます。

生地の質感による違いなど、より楽しいオーダーを体験いただけるようになりました。

■店舗数の推移
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【新店舗概要】
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柏高島屋店有楽町マルイ店

9月15日（金） 静岡パルシェ店 静岡県静岡市葵区黒金町49 パルシェ本館3F

10月1日（日） 金沢店 石川県金沢市片町1-3-14

10月1日（日） クリスタ長堀店 大阪府大阪市中央区南船場3 長堀地下街4-71

10月1日（日） 有楽町マルイ店 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町マルイ6F

10月3日（火） 柏高島屋店 千葉県柏市末広町1-1 柏高島屋ステーションモールS館6F

10月3日（火） 四ツ谷店 東京都新宿区四谷1-3 1F

10月5日（木） アステ川西店 兵庫県川西市栄町25-1 アステ川西2F

10月6日（金） 大岡山店 東京都大田区北千束1-48-3

10月6日（金） 川崎店 神奈川県川崎市川崎区駅前本町3-1 NOF川崎東口ビル1F

10月7日（土） 横浜西口店 神奈川県横浜市西区南幸2-15-13 1F

10月7日（土） アミュプラザおおいた店 大分県大分市要町1-14 アミュプラザおおいた1F

10月11日（水） 浜松遠鉄百貨店 静岡県浜松市中区旭町12-1 浜松遠鉄百貨店新館7F

10月12日（木） 四日市店 三重県四日市市安島1-2-24

10月13日（金） 福山サンステーション店 広島県福山市三之丸町30-1 サンステーションテラス福山1F

10月14日（土） 岡山サンステーション店 岡山県岡山市北区駅元町1-1 さんすて岡山北館2F

10月14日（土） 関内店 神奈川県横浜市中区港町2-6 横浜関内ビル1F

10月17日（火） 海老名ビナウォーク店 神奈川県海老名市中央1-12-1 ビナウォーク5番館2F

10月20日（金） 新浦安店 千葉県浦安市入船1-4-1 ショッパーズプラザ新浦安2F

10月21日（土） 藤沢OPA店 神奈川県藤沢市南藤沢22-3 藤沢オーパ5F

10月25日（水） ココロ新潟店 新潟県新潟市中央区花園1-1-1 ココロ新潟本館3F

10月27日（金） 東急プラザ戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-1 戸塚東急プラザ2F

10月28日（土） 鹿児島中央店 鹿児島県鹿児島市中央町1-1 JR鹿児島中央駅西口1F

10月28日（土） 長崎ココウォーク店 長崎県長崎市茂里町1-55 みらい長崎ココウォーク3F
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【シャツのオーダー】 ※9月末アップデート予定

シャツオーダーイメージ



MEN’S

スーツ ¥35,000～
フォーマル ¥45,000～
シャツ ¥8,000～
ネクタイ ¥8,000～
ベルト ¥8,000～
コート ¥45 ,000～

WOMEN’S

スーツ ¥35,000〜
ジャケット ¥24 ,500～
スカート ¥12 ,250～
パンツ ¥12,250～
シャツ ¥7,000～
コート ¥45 ,000～

※全て税別

【PRICE L INE】

【主要スタッフプロフィール】（敬称略）

「DIFFERENCE」はスマホアプリにインストールされた自分の採寸データをもとに、お客様自身の

操作によって、より自分好みにフィットさせたり、様々なオプションを組み合わせてオリジナルの

スタイルをつくることも可能、さらに注文・受け取りまで全てのプロセスをスマホでも完結することができ、

最速２週間で純国産の高品質なオーダースーツをお届けできるのが大きな特徴です。

これまではショップにお任せで分かりにくかったスーツづくりのプロセスを誰もが分かる形で提供する

ことで、自分にぴったりのサイズを把握できたり、自分の好きな時間に好きなスタイルを楽しみながら

お気に入りの一着をつくることができるなど、様々な新しいメリットを実現する画期的なシステムです。

サイト：http://difference.tokyo/

Facebook：https://www.facebook.com/difference.suit/

【DIFFERENCEについて】

トータルプロデューサーにクリエイティブディレクターの佐藤可士和氏を迎え、商品・サービスの開発やフラッグシップショップの

デザインを担当。さらに、WOMEN’S（女性向け）のサービスでは、数々の主要女性誌を中心に活躍中の実力派スタイリスト、

徳原文子氏をディレクターとして起用、定評ある的確でセンスの光る彼女の提案力を活かし、シーンもバリエーションも限られ

ていた女性向けオーダースーツの新たなニーズにも応えていきます。スマホアプリやブランドWEBの設計・ディレクションには、

これまで様々な話題作を開発・発表してきたインターフェースデザイナーの中村勇吾氏（tha）を起用。

採寸からアプリ体験、納品まで一気通貫したハイクオリティなサービスをお届けしてまいります。

関東地方：23店舗

近畿地方：4店舗

東北地方：2店舗

北陸地方：2店舗

中部地方：4店舗

中国地方：4店舗

九州地方：4店舗

報道関係者各位
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佐藤可士和
クリエイティブディレクター

徳原文子
ファッションスタイリスト

中村勇吾
インターフェースデザイナー／
ウェブデザイナー／映像ディレクター

【店舗一覧】
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<本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先>

「DIFFERENCE」PR 事務局(株式会社プラチナム内) 担当: 中尾、村山

TEL: 03-5572-6071 FAX: 03-5572-6075 MAIL: difference_pr@vectorinc.co.jp

http://difference.tokyo/
https://www.facebook.com/difference.suit/


【株式会社コナカ 会社概要】

メンズ・レディスのビジネス及びフォーマルウェアなどを幅広く扱う衣料専門店チェーン。

商品の企画・生産から流通、販売に至るまでを完全に自社でプロデュースするSPA(製造小売)システムを採用。

・「紳士服コナカ」: 「すべては品質から。」をテーマにビジネスウェアからフォーマルウェアなど、

フルラインナップの品揃えで展開

・「紳士服フタタ」: 九州及び山口県、沖縄県でフルラインナップの品揃えで展開

・「KONAKA THE FLAG」 :東京新橋に立地するフラッグシップショップ

・「FUTATA THE FLAG」 :福岡天神に立地するフラッグシップショップ

・「SUIT SELECT」 :2ライン×2プライスのシステムで展開する都市型店舗

・「DIFFERENCE」 :スマホでスーツを“パーソナライズ”できるオーダースーツブランド

商号 株式会社コナカ KONAKA CO.,LTD.

創業 昭和27年9月

設立 昭和48年11月

本社所在地 〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町517番地2

電話番号 045-825-1111(代表) 

代表者 代表取締役社長 湖中 謙介

資本金 53億5百万円

発行済株式総数 31,146,685 株

上場証券取引所 東京証券取引所 第一部 (証券コード:7494) 決算期 9月30日

売上高(個別) 399 億 94 百万円(平成 28 年 9 月期)

事業内容 紳士服及びその関連洋品を主に取り扱う紳士服専門チェーン

主要取引銀行 三井住友銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行、横浜銀行

店舗数 392店舗【紳士服コナカ 203 店舗、KONAKA THE FLAG 1 店舗、SUIT SELECT 169 店舗、

DIFFERENCE 19 店舗】 (平成29年6月30日現在) 
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