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株式会社コナカ（東証一部、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、国内ワイシャツ工場で生産した接触冷感性と吸水速乾性があるワイシャツ素材を使用した 

夏用のマスク『COOL MOVE 洗える立体マスク』を紳士服コナカ、紳士服のフタタ併せて限定

50店舗、スーツセレクト限定100店舗で7月3日（金）より、1枚1,000円（税抜）にて店頭販売

を開始します。 

またオンラインショップでは、6月29日（月）より7月中旬発送分の予約販売を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■『COOL MOVE 洗える立体マスク』商品概要 

COOL MOVEシャツ素材は、接触冷感性、吸水速乾、通気性に優れた特徴を持ち、ワイシャツ生

地のため、洗濯後もノーアイロンで繰り返し着用できることから夏用のマスクとして販売するこ

とといたしました。 

マスク外側には、弊社のワイシャツで一番人気のニット生地を使いファッション感度を高め、内

側には接触冷感性と吸水速乾性の高いCOOL MOVEシャツ生地を使うことで、暑い季節にも快適

に着用できるマスクを、国内のワイシャツ工場で生産いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

不織布マスクとの温度差マイナス 4℃！日本製、接触冷感マスクを開発！ 

『COOL MOVE シャツ生地使用洗える立体マスク』 
店 頭 販 売 開 始！ 



  

 

 

■商品特徴 

涼しい：肌面は、ニット素材の中でも接触冷感性と吸水速乾性の高い生地を使用しムレにくく快 

適です。 

洗える：ワイシャツ素材なので洗濯耐久性に優れており、洗濯後に何度も使用できます。 

布 製：ワイシャツで一番人気のニット生地を使用し、ストレッチ性があり柔らかい肌触りが特 

長です。 

立体型：立体構造で顔を包み込むので息苦しさを軽減。市販フィルターを入れられる構造になっ 

ております。コナカ、スーツセレクトのオンラインショップ限定で販売している「マス 

ク用高性能フィルタ」を入れれば、「PFE99％」（微粒子ろ過効率）を実現。耳ひもは着 

用で耳が痛くならないよう長さ調整が可能です。 

日本製：国内のワイシャツ工場で生産した高品質なマスクです。 

 

■サーモグラフィ検証/マスク内湿度検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口気象室にて室温30℃、湿度80%の環境の中データにおいて、10分後、マスクをした時と外

した直後の表面温度を比べ、不織布マスクと約4℃程度の差。 

マスク内の湿度を1時間測定し、不織布マスクより常に3％程度湿度が低く、最大では5.5％の違

いがありました。 

 

■商品ラインナップ 

色柄は白ドビー、サックス、ブルーの3パターン。 

サイズはS（高さ13.0㎝、折り畳み時の横9.5㎝）、M（高さ14.5㎝、折り畳み時の横11.0㎝）

の2パターン。性別を問わず幅広く着用できます。 

※店頭在庫に限りがあります。当面の間、お一人様2枚までとさせていただきます。 
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■取扱い店舗 

紳士服コナカ、紳士服のフタタ限定50店舗にて店頭販売を7月3日（金）より開始します。 

全国のスーツセレクト限定100店舗にて店頭販売を7月3日（金）より開始します。 

コナカとスーツセレクトのオンラインショップにて6月29日（月）より予約を受付けます。 

納品予定は7月上旬。 

 

■『洗える立体マスク』の洗い方 

形態安定加工ワイシャツと同素材のため、単独で洗濯ネットに入れて 

洗濯機へ。洗濯後は、形を整えて干すだけ。 

強く引っ張ってのプレス・アイロン掛けは避けてください。 

手洗いを好む方は右の「布マスクの洗い方」を参考にしてください。 

 

■『洗える立体マスク』使用上の注意 

＊一度洗ってからご使用ください。 

＊マスクはウィルスの感染（侵入）を完全に防ぐものではありません。 

＊本品は有害なガス等が発生する場所での使用や、それを防ぐ目的でのご使用はできません。 

＊肌に異常がある場合や、かゆみ・かぶれ・発疹などの症状があらわれた時は、直ちに使用を 

中止し医師に相談ください。 

＊火気のそばでのご使用をおやめください。                                               

 

 

品    名 COOL MOVE 洗える立体マスク 

展開カラー ホワイト・サックス・ブルー 

素    材 ポリエステル100％（ニット素材） 

販 売 価 格 1,000円（税抜き） 

展開サイズ Sサイズ Mサイズ 

取 扱 店 舗 紳士服コナカ、紳士服のフタタ、計50店舗（白、Ｍサイズのみ） 

スーツセレクト100店舗（店舗によりカラー、サイズ異なります） 

※取扱い店舗一覧を次に掲載いたします。 

コナカ オンラインショップ       

https://www.konaka.jp/ 

スーツセレクト オンラインショップ 

https://www.suit-select.jp/ 

生  産  数 初回15,000枚生産 次回以降随時生産 

発  売  日 

発  送  日        

店頭 7月3日（金）予定 

オンラインショップ 7月中旬発送予定 

原  産  国 日 本 



  

 

 

青森県 紳士服コナカ　三沢店 青森県三沢市栄町２－３１－１４４ 0176-50-1705

岩手県 紳士服コナカ　二戸店 岩手県二戸市堀野字馬場４４－１０ 0195-23-2929

宮城県 紳士服コナカ　仙台駅前本店 宮城県仙台市青葉区中央１－９－１ 022-716-3205

宮城県 紳士服コナカ　気仙沼店 宮城県気仙沼市神山１－１ 0226-23-9586

宮城県 紳士服コナカ　石巻店 宮城県石巻市恵み野２丁目４番地４ 0225-92-6232

福島県 紳士服コナカ　福島本店 福島県福島市本内南原２３－６ 024-553-9244

福島県 紳士服コナカ　原町店 福島県南相馬市原町区桜井町２－２４－１ 0244-25-2157

茨城県 紳士服コナカ　水戸本店 茨城県水戸市千波町２０２３－７ 029-243-7790

茨城県 紳士服コナカ　日立多賀店 茨城県日立市大久保町１－７－１４ 0294-34-3352

栃木県 紳士服コナカ　宇都宮本店 栃木県宇都宮市上戸祭町４５６－１ 028-643-7350

群馬県 紳士服コナカ　高崎本店 群馬県高崎市上中居町１７２－１ 027-328-6575

群馬県 紳士服コナカ　館林アゼリアモール店 群馬県館林市楠町３６４８－１ 0276-76-7730

埼玉県 紳士服コナカ　東浦和店 埼玉県さいたま市緑区大間木５８９ 048-875-3232

埼玉県 紳士服コナカ　戸田美女木店 埼玉県戸田市美女木東１－３－１０ 048-422-1406

埼玉県 紳士服コナカ　新座片山店 埼玉県新座市片山１－２０－５ 048-479-7233

埼玉県 紳士服コナカ　志木店 埼玉県志木市柏町５－１２－３２ 048-486-1115

埼玉県 紳士服コナカ　草加新田店 埼玉県草加市旭町３－２－８ 048-930-0101

埼玉県 紳士服コナカ　秩父店 埼玉県秩父市上野町８０５－１４ 0494-25-4761

千葉県 紳士服コナカ　千葉稲毛総本店 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸３－１－３７ 043-246-2841

千葉県 紳士服コナカ　木更津店 千葉県木更津市太田３－１－３ 0438-25-5029

千葉県 紳士服コナカ　茂原店 千葉県茂原市高師１７０８ 0475-24-1927

東京都 紳士服コナカ　西葛西店 東京都江戸川区西葛西６－１５－１６ 03-5696-2251

東京都 紳士服コナカ　駒込店 東京都豊島区駒込２－７－１８ 03-3949-2161

東京都 紳士服コナカ　梅ヶ丘店 東京都世田谷区松原６－３９－１８ 03-3321-9292

東京都 紳士服コナカ　三鷹店 東京都三鷹市下連雀４－１６－３ 0422-44-1611

東京都 紳士服コナカ　足立鹿浜店 東京都足立区鹿浜８－１０－５ 03-5691-1988

東京都 紳士服コナカ　南小岩店 東京都江戸川区南小岩３－２９－８ 03-3671-4571

東京都 紳士服コナカ　花小金井本店 東京都小平市花小金井南町１－１６－１ 042-461-2450

東京都 紳士服コナカ　中野店 東京都中野区中野５－６８－２ 03-3388-9562

東京都 紳士服コナカ　文京白山店 東京都文京区西片１－１７－８ 03-5800-5041

東京都 紳士服コナカ　東尾久店 東京都荒川区東尾久５－１２－１０ 03-3800-5387

東京都 紳士服コナカ　蒲田店 東京都大田区蒲田５－２４－２ 03-5480-0151

東京都 紳士服コナカ　王子駅前店 東京都北区王子１－１３－１４ 03-5959-6805

東京都 紳士服コナカ　ぐりーんうぉーく多摩店 東京都八王子市別所２－５６ 042-670-4129

東京都 紳士服コナカ　亀有駅前店 東京都葛飾区亀有５－３５－３ 03-5613-7516

神奈川県 紳士服コナカ　茅ヶ崎本店 神奈川県茅ケ崎市小和田町３－１２－３６ 0467-53-2911

神奈川県 紳士服コナカ　川崎本店 神奈川県川崎市川崎区砂子２－７－１ 044-210-0311

神奈川県 紳士服コナカ　新横浜店 神奈川県横浜市港北区新横浜３－８－１１ 045-474-1059

神奈川県 紳士服コナカ　東戸塚総本店 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５１７－２ 045-825-5711

神奈川県 紳士服コナカ　戸塚東口店 神奈川県横浜市戸塚区吉田町１２７－１ 045-881-6466

神奈川県 紳士服コナカ　京急川崎駅前店 神奈川県川崎市川崎区砂子１－２－１ 044-245-9901

神奈川県 紳士服コナカ　関内尾上町店 神奈川県横浜市中区尾上町３－３５ 045-224-8403

神奈川県 コナカ　フレスポ小田原シティーモール店 神奈川県小田原市前川１２０ 0465-45-1522

神奈川県 紳士服コナカ　湯河原店 神奈川県足柄下郡湯河原町中央１－１６１７－５４ 0465-60-0650

神奈川県 紳士服コナカ　港北ノースポート・モール店 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－２５－１ 045-914-7731

静岡県 紳士服コナカ　三島店 静岡県駿東郡清水町玉川字柳ヶ坪１５９－１ 055-972-2446

福岡県 紳士服のフタタ　久留米本店 福岡県久留米市日吉町１番地 0942-39-2001

福岡県 フタタ・ザ・フラッグ天神 福岡県福岡市中央区天神３丁目１番地１号 092-712-2001

福岡県 紳士服のフタタ　曽根ＢＰ店 福岡県北九州市小倉南区上貫１丁目１ 093-471-2001

福岡県 紳士服のフタタ　シュロアモール筑紫野店 福岡県筑紫野市大字原田８３６ー４ 092-926-6555

紳士服コナカ/紳士服のフタタ　「COOL MOVE 洗える立体マスク」取扱い50店舗



  

 

北海道 スーツセレクト　札幌大通 北海道札幌市中央区南一条西１丁目札幌シャンテ１Ｆ 011-207-0051

北海道 スーツセレクト　札幌パセオ 北海道札幌市北区北６条西２－１－７ＪＲタワーパセオ１Ｆ 011-223-7821

岩手 スーツセレクト　盛岡フェザン 岩手県盛岡市盛岡駅前通１－４４フェザン３Ｆ 019-604-2051

宮城 スーツセレクト　仙台 宮城県仙台市青葉区中央１－９－１ 022-716-2052

茨城 スーツセレクト　イーアスつくば 茨城県つくば市研究学園５―１９イーアスつくば２Ｆ 029-868-7221

栃木 スーツセレクト　ＦＫＤ宇都宮 栃木県宇都宮市今泉町２３７福田屋ショッピングプラザ宇都宮２Ｆ 028-600-5221

埼玉 スーツセレクト　大宮マルイ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－３大宮マルイ５Ｆ 048-658-5521

埼玉 スーツセレクト　所沢 埼玉県所沢市日吉町１２－１ワルツ所沢１Ｆ 04-2929-1821

埼玉 スーツセレクト　大宮東 埼玉県さいたま市大宮区大門町２－８１大手町ビル１Ｆ 048-657-6921

埼玉 スーツセレクト　川越クレアモール 埼玉県川越市新富町２－１３－２ 049-229-1021

埼玉 スーツセレクト　蕨 埼玉県蕨市塚越１－３－１４ 048-430-2321

埼玉 スーツセレクト　浦和コルソ 埼玉県さいたま市浦和区高砂１－１２－１浦和コルソ２Ｆ 048-835-1021

埼玉 スーツセレクト　エキア志木 埼玉県新座市東北２－３８－１０エキア志木１Ｆ 048-486-0921

千葉 スーツセレクト　シャポー市川 千葉県市川市市川１－１－１シャポー市川１Ｆ 047-320-0515

千葉 スーツセレクト　テラスモール松戸 千葉県松戸市八ヶ崎２－８－１テラスモール松戸３階 047-345-2900

千葉 スーツセレクト　津田沼 千葉県船橋市前原西２－１８－１白井ビル１Ｆ 047-470-1621

千葉 スーツセレクト　新浦安 千葉県浦安市入船１－４－１イオン新浦安店２階 047-700-8021

千葉 スーツセレクト　松戸 千葉県松戸市松戸１３０５―４ 047-330-0021

千葉 スーツセレクト　柏マルイ 千葉県柏市柏１－１－１１柏マルイ５Ｆ 04-7162-6701

千葉 スーツセレクト　千葉シーワン 千葉県千葉市中央区富士見２－２５－１ 043-223-6101

東京 スーツセレクト　北千住マルイ 東京都足立区千住３－９２北千住マルイ７Ｆ 03-5284-1221

東京 スーツセレクト　青山 東京都港区北青山３－５－１７ 03-5413-5221

東京 スーツセレクト　エミオ石神井公園 東京都練馬区石神井公園３－２３－１０エミオ石神井公園２Ｆ 03-5923-2321

東京 スーツセレクト　イーアス高尾 東京都八王子市東浅川町５５０－１イーアス高尾１Ｆ 042-669-0821

東京 スーツセレクト　自由が丘 東京都目黒区自由が丘２―１０―１２ 03-5726-5221

東京 スーツセレクト　五反田 東京都品川区西五反田１―５―１ 03-5745-5070

東京 スーツセレクト　有明ガーデン 東京都江東区有明２－１－８有明ガーデン３階 03-6380-7850

東京 スーツセレクト　池袋東 東京都豊島区東池袋１－３－６山手ビル１，２Ｆ 03-5960-5171

東京 スーツセレクト　武蔵小山 東京都品川区荏原３－７－２ＷＴＣ武蔵小山マンション１Ｆ 03-5749-5241

東京 スーツセレクト　神田神保町 東京都千代田区神田神保町２－１岩波神保町ビル１Ｆ 03-3511-2821

東京 スーツセレクト　渋谷明治通り 東京都渋谷区渋谷１－１６－９渋谷Ｋ・Ｉビル１，２Ｆ 03-6419-0021

東京 スーツセレクト　新宿 東京都新宿区新宿３－１－２２ＮＳＯビル１，２Ｆ 03-5363-6021

東京 スーツセレクト　池袋西 東京都豊島区西池袋１－１６－３池袋西口ビルＢ１，１Ｆ 03-6907-8222

東京 スーツセレクト　錦糸町 東京都墨田区江東橋３－１３－１ 03-5669-4129

東京 スーツセレクト　アクアシティお台場 東京都港区台場１－７－１アクアシティお台場３Ｆ 03-3570-1129

東京 スーツセレクト　立川 東京都立川市曙町２－４２－１パークアベニュー２Ｆ 042-548-1381

東京 スーツセレクト　恵比寿 東京都渋谷区恵比寿１－９－１ 03-6408-5921

東京 スーツセレクト　浅草エキミセ 東京都台東区花川戸１－４－１ 03-5806-5821

東京 スーツセレクト　府中 東京都府中市府中町１－２－１ぷらりと京王府中２Ｆ 042-358-3371

東京 スーツセレクト　中野サンモール 東京都中野区中野５－５６－８ 03-5318-3021

東京 スーツセレクト　新宿南 東京都新宿区西新宿１－１－７ＭＳビル１Ｆ 03-5302-1821

東京 スーツセレクト　新宿西 東京都新宿区西新宿１－８－１新宿ビルディング地下２Ｆ 03-5321-9755

東京 スーツセレクト　田町 東京都港区芝５－３１－１６ 03-5439-5821

東京 スーツセレクト　上野 東京都台東区上野４－８－１６ 03-5816-8021

東京 スーツセレクト　練馬 東京都練馬区豊玉北５－１９－１２ 03-5912-0521

東京 スーツセレクト　荻窪南 東京都杉並区荻窪５―２１―１２ 03-5347-2821

東京 スーツセレクト　蒲田西 東京都大田区西蒲田７－６６－５ 03-5714-4712

東京 スーツセレクト　ビーンズ赤羽 東京都北区赤羽１－１－１ビーンズ赤羽 03-5939-4521

東京 スーツセレクト　高円寺 東京都杉並区高円寺南４－２５－５パル高円寺ビル１Ｆ 03-5378-7781

東京 スーツセレクト　吉祥寺 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－８－４ 0422-79-5121

スーツセレクト　「COOL MOVE 洗える立体マスク」取扱い100店舗



  

 

 

神奈川 スーツセレクト　関内 神奈川県横浜市中区港町２－６関内ビル１Ｆ 045-651-3790

神奈川 スーツセレクト　横浜東 神奈川県横浜市西区高島２－１９－３日通商事横浜ビル１Ｆ 045-440-5257

神奈川 スーツセレクト　海老名ビナウォーク 神奈川県海老名市中央１－１２－１ビナウォーク５番館２Ｆ 046-292-0681

神奈川 スーツセレクト　本厚木ミロード 神奈川県厚木市中町２－２－１小田急本厚木ミロード２号館５Ｆ 046-220-1380

神奈川 スーツセレクト　川崎 神奈川県川崎市川崎区駅前本町３－１ＮＯＦ川崎東口ビル１Ｆ 044-221-0320

神奈川 スーツセレクト　港北ノースポートモール 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－２５－１ノースポート・モール４Ｆ 045-914-7721

神奈川 スーツセレクト　トレッサ横浜 神奈川県横浜市港北区師岡町７００トレッサ横浜北棟３Ｆ 045-533-3173

神奈川 スーツセレクト　東急プラザ戸塚 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１６－１ 045-860-5188

神奈川 スーツセレクト　湘南藤沢オーパ 神奈川県藤沢市南藤沢２２－３湘南藤沢オーパ５階 0466-55-5321

神奈川 スーツセレクト　横浜西 神奈川県横浜市西区南幸２－１５－１３ 045-317-5021

神奈川 スーツセレクト　マルイファミリー溝口 神奈川県川崎市高津区溝口１－４－１マルイファミリー溝口７Ｆ 044-820-0221

新潟 スーツセレクト　ココロ新潟 新潟県新潟市中央区花園１―１―１ＣＯＣＯＬＯ新潟本館３Ｆ 025-240-7383

石川 スーツセレクト　金沢 石川県金沢市片町１－３－１４ 076-221-2035

福井 スーツセレクト　フェアモール福井 福井県福井市大和田２－１２３０フェアモール福井２Ｆ 0776-53-5621

長野 スーツセレクト　ミドリ長野 長野県長野市南千歳１－２２－６ミドリ長野３Ｆ 026-269-6310

静岡 スーツセレクト　静岡呉服町通り 静岡県静岡市葵区呉服町２－７－６ 054-653-2266

静岡 スーツセレクト　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 053-457-7022

静岡 スーツセレクト　アピタ島田 静岡県島田市宝来町８－２アピタ島田２Ｆ 0547-33-7721

愛知 スーツセレクト　アスナル金山 愛知県名古屋市中区金山１－１７－１ 052-339-1621

愛知 スーツセレクト　名古屋サンロード 愛知県名古屋市中村区名駅４－７－２５先名古屋地下街店舗内（サンロード）Ａ１８クカク 052-589-1221

愛知 スーツセレクト　名古屋錦 愛知県名古屋市中区錦３－１７－１２ 052-955-6821

愛知 スーツセレクト　豊橋 愛知県豊橋市広小路１－１ 0532-57-2021

愛知 スーツセレクト　名古屋大須 愛知県名古屋市中区大須３－１０－１９ 052-238-0256

三重 スーツセレクト　四日市 三重県四日市市安島１－２－２４ 059-350-3821

京都 スーツセレクト　京都河原町 京都府京都市中京区河原町蛸薬師下ル塩屋町３４０ 075-257-7612

大阪 スーツセレクト　クリスタ長堀 大阪府大阪市中央区南船場３長堀地下街４－７０ 06-6121-7421

大阪 スーツセレクト　せんちゅうパル 大阪府豊中市新千里東町１－３せんちゅうパル２Ｆ 06-6836-5890

大阪 スーツセレクト　天王寺ミオ 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０－３９天王寺ミオ　本館８階 06-6776-7893

大阪 スーツセレクト　淀屋橋 大阪府大阪市中央区北浜３－７－１２京阪御堂筋ビル１Ｆ 06-4706-8198

大阪 スーツセレクト　なんば 大阪府大阪市中央区難波３－７－２３ 06-6630-7221

大阪 スーツセレクト　茶屋町 大阪府大阪市北区茶屋町４－１３ 06-6292-7821

大阪 スーツセレクト　大阪駅クロスト 大阪府大阪市北区梅田３－１－１ＣＲＯＳＴ１号館 06-6456-4921

大阪 スーツセレクト　難波なんさん通り 大阪府大阪市中央区難波千日前１５―１６ 06-6630-9660

兵庫 スーツセレクト　神戸三宮 兵庫県神戸市中央区三宮町１－４－１５ 078-335-1721

広島 スーツセレクト　福山サンステーション 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 084-973-0521

広島 スーツセレクト　広島 広島県広島市中区堀川町７－１３堀川町米金ビル 082-543-6300

広島 スーツセレクト　広島本通り 広島県広島市中区本通７－２９アイビービル１Ｆ 082-504-3721

山口 スーツセレクト　ゆめタウン山口 山口県山口市大内千防６－９－１ゆめタウン山口２階 083-921-8181

香川 スーツセレクト　高松 香川県高松市丸亀町１１－２－１ 087-811-7621

愛媛 スーツセレクト　松山 愛媛県松山市湊町４－８－５ 089-913-6321

福岡 スーツセレクト　小倉 福岡県北九州市小倉北区魚町２丁目１番８号 093-513-2108

福岡 スーツセレクト　博多 福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目６番１号１階 092-415-2006

福岡 スーツセレクト　博多駅前 福岡県福岡市博多区博多駅前２－２－１福岡センタービル１階 092-432-0870

福岡 スーツセレクト　天神フタタビル 福岡県福岡市中央区天神３丁目１番地１号 092-712-4577

福岡 スーツセレクト　天神大名 福岡県福岡市中央区大名１丁目１５－３３ 092-731-8720

佐賀 スーツセレクト　モラージュ佐賀 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島７３０モラージュ佐賀２階 0952-27-8700

長崎 スーツセレクト　長崎ココウォーク 長崎県長崎市茂里町１－５５みらい長崎ココウォーク３Ｆ 095-844-6155

大分 スーツセレクト　アミュプラザおおいた 大分県大分市要町１―１４アミュプラザおおいた４階 097-513-1140

熊本 スーツセレクト　熊本ニューズ 熊本県熊本市中央区上通町２－２Ｎｅｗ－Ｓ　Ｂ１Ｆ 096-312-3050

沖縄 スーツセレクト　浦添西海岸パルコシティ 沖縄県浦添市西洲３丁目１－１サンエー浦添西海岸パルコシティ３Ｆ 098-873-1680



  

 

 

 

《お問い合わせ先》 

株式会社コナカ 経営企画室 古屋・堀江  ＴＥＬ045-825-7755   pr@konaka.co.jp 

 

株式会社コナカ  

『すべては品質から。』をテーマに、素材・機能・ファッション・サービスによる紳士衣料を中心とした、お客様のラ

イフスタイルをトータルコーディネイト。主に郊外で展開している『紳士服コナカ』『紳士服のフタタ』、2ライン×2

プライスの都市型コンセプトショップ『SUIT SELECT』、カスタムオーダーの『DIFFERENCE』、を展開しておりま

す。2020年1月1日より、株式会社フタタを吸収合併しております。 

〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 517 番地 2  TEL:045-825-1111（代表）  

代表者：代表取締役社長 CEO 湖中  謙介  

資本金：53 億 5 百万円  

店舗数：444 店舗【コナカ /フタタ 202 店舗、SUIT SELECT 191 店舗  

DIFFERENCE 51 店舗】（2020 年 4 月 1 日現在）】  
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