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株式会社コナカ（神奈川県横浜市、代表取締役社長 CEO：湖中謙介）は、せっかく  

ご注文いただいても 1 ヶ月先の完成では晴れ着として活用できない、というオーダー

スーツの慣例を打破すべく、デジタル技術の積極的な導入や、SPA（製造小売業）  

システムの利点を活かし、最短 7 日間という納期を可能にしました。  

 

特別なときだからこそ、ディティールまでこだわった思い出に残る一着で高揚感を体

験していただきたいと考え、オーダースーツのリーディングカンパニーとして納期の

短縮を徹底的に追求しました。  

その結果、スーツの需要が増えるこの時期であっても、アートディレクター佐藤可士

和氏監修の「SUIT SELECT（ス－ツセレクト）」や、本格的なカスタムオーダースー

ツの専門ブランド「DIFFERENCE（ディファレンス）」で、業界最速レベルの納期を実

現しております。  

 

 

『スーツセレクト』  

 

 

【最短10日仕上げを可能にした「AI SPEED ORDER」】  

 

3月20日（祝・日）までにご注文いただければ  

3月末納品可能（入学式、入社式に間に合います）  

 

2020年9月に発売した「AI画像採寸で10分スピード採寸」  

「10種類の厳選生地」、「最短10日間仕上げ」の時短  

スタイルが反響を呼び、オーダースーツの前年比が700％  

を超える売上を記録しています。  

 

■安心のLINE来店予約システム  

LINEを介して簡単手軽に予約できるシステムの導入により、 

時間のロス、混雑時の感染リスクを一度に回避できます。 

新生活の準備で忙しいフレッシャ－ズの方はもちろん、  

混み合う時間帯を避けたい一般の方も、事前に訪問  

予定時間を予約することで、よりスムーズに オーダー  

していただけます。  

 

入学式・入社式にまだ間に合うオ－ダ－ス－ツ  

最短 7 日で完成！  LINE や WEB による来店予約が便利  



 

 

 

 

【AI SPEED ORDER概要】  

 https://www.suit-select.jp/suit-library/order-suit-speed/ 

■商品特徴  
①10MINUTES：AI自動 採寸 アプ リを 使用 し、 10分で 採寸  

スマ ート フォ ンを 使い 、 店舗 スタ ッフ また はお 客 様ご 自身 が４ 枚の 写真 を 撮り 、数 項目  

入力 する だけ で、 最適 サ イズ の計 測完 了。  

 

②10FABRICS：10種 類の 厳選 生地  

SUIT SELECTで ヒ ッ ト 商 品 と な っ て い る 高 機 能 ポ リ エ ス テ ル 100％ を 使 用 し た 4S_SUIT

生地 より 、無 地・バー ズア イ・グレ ンチ ェッ ク・ヘリ ンボ ンな ど、ベー シッ ク から トレ ンド

を押 さえ た柄 に、 フレ ッ シャ ーズ に人 気の 色、 柄 を厳 選。  

 

③10DAYS：最 短10日間 お渡 し  

ご注 文日 より 最短 10日 間 で商 品お 渡し 可能 。  

※10DAYSご利 用の 際は 、 1着に つき 別途6,000円 （税 抜） が掛 かり ます 。  

※通 常納 期は3週 間（ 中国 縫製 ）と なり ます 。  

 

④価  格 ：1着28,000円 （税 抜） ～、2着 セッ トで 48,000円（税 抜） ～  

  

Store Locator 

>>> https://www.suit-select.jp/shoplist/?navi 

 

『SUIT SELECT』とは…  

 選ぶ・着る・楽しむをテーマに佐藤可士和氏に総合監修された「合理的に選ぶ  

こと」と「楽しく選ぶこと」が全く矛盾しないことを証明する、スーツの新しい

買い方そのものをデザインしたショップです。  

 

 

 

 

『ディファレンス』  

 

 

【「7DAYS ORDER」最短7日間でオーダースーツがお渡し可能に】  

 

3月24日（水）までにご注文いただければ  

3月末納品（入学式、入社式に間に合います）  

 

現在、ビジネス用からイベント用、  

さらには新しい生活様式にあわせた  

ビジネスカジュアルにいたるまで  

オーダースーツのニーズが高まって  

います。  

よりカスタマイズが可能なオーダー  

スーツほど希望の日程に間に合わ  

ない、注文してもすぐに着用できないなど、ご注文からお渡しまでの日数がかか  

https://www.suit-select.jp/suit-library/order-suit-speed/
https://www.suit-select.jp/shoplist/?navi


 

 

 

るというイメージは変わっておりません。  

しかし日程が決まっている特別なときこそ、ディティールまでこだわった  

オーダースーツの高揚感を体験していただきいという思いから、ディファレンス

では業界でも最速レベルの「7DAYS ORDER」サービスを開始しました。  

 

■7DAYS ORDERの概要  

①対 象生 地： 国内 縫製 の 生地  ￥38,000（ 税抜 ）  

②対 象パ ター ン： メン ズ 、レ ディ ース 選択 可能  

型紙 、オ プシ ョン は全 て 選択 可能 （一 部特 殊オ プ ショ ンは 除く ）  

③サ ービ ス利 用価 格： ￥ 5,000（税抜 ）  

④サ ービ ス適 用外 ：  

・イ ンタ ーネ ット から の ご注 文  

・サ ンエ ー浦 添西 海岸 PARCO CITY店 で のご 注文  

・弊 社想 定受 注数 を上 回 った 場合  

・大 型連 休な どに より 工 場が 操業 不可 の場 合  

・天 災、 事故 など によ り 物流 への 影響 があ った 場 合  

 

 

Store Locator 

>>> https://difference.tokyo/shops/ 

   

   来店予約  

>>> https://difference.tokyo/reservations/#/shops 

 

『DIFFERENCE』とは…  

 お客様に新たな価値をお届けするオーダー スーツ ブランドです。コンセプトは

“パーソナライズ”。ブランドサイトにお客様の専用アカウントを作っていいただ

くことで、店舗訪問予約や購入データ・採寸データの閲覧が可能になり、お客様

ご自身のデータ操作によって自分好みにアレンジしたり、様々なオプションを組

み合わせたり、オリジナルのスタイルを作ることができます。  

  

専用アプリをダウンロードすることにより、注文～受け取り、その後の相談まで

すべてのプロセスをお好きな時にご自身の操作で完結でき、最速1週間で高品質

なオーダースーツを受け取ることができる、デジタルとリアルが融合した革新的

なサービスを提供しています。  

 

 

 

株式会社コナカでは、新しい生活を迎える方だけでなく、晴れの舞台に上がる方、勝負のときを迎える

方など、皆様にとって特別な日を、最高のオーダースーツでサポートできるよう、利便性とサー

ビスの向上に努めてまいります。 

 

 

https://difference.tokyo/shops/
https://difference.tokyo/reservations/%23/shops


 

 

 

 

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『紳士服のコナカ』『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：437 店舗 【コ ナ カ /フタ タ 198 店舗 、SUIT SELECT 189 店舗  

DIFFERENCE 50 店 舗 】（2020 年 10 月 1 日現在 ）  

 

《お問い合わせ先》  

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

ディファレンス事業本部  ＴＥＬ045-825-2151 

mailto:pr@konaka.co.jp

