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“すべては品質から。”をスローガンに、ＳＰＡ（製造小売）システムによる、高品質

でファッション感度の高い商品を提供する株式会社コナカ（神奈川県横浜市、代表  

取締役社長 CEO：湖中謙介）は、人生節目のハレの日を、ディティールまでこだわっ

た最高のスーツで迎えていただきたい、という願いを込め、フレッシャーズの方々に

向けた特別なキャンペーンを、紳士服コナカ・紳士服のフタタ、スーツセレクト、デ

ィファレンスで実施します。  

 

 

 

『紳士服コナカ/紳士服のフタタ』  
 

 

【「フレッシャーズ向けパターンオーダーフェア」開催中】  

 

今シーズンよりレディスパターンオーダースーツも受注開始  

3月13日（日）までのご注文で、3月末納品可能  

 

好評を得ているコナカ /フタタのオーダースーツで、フレッシャーズのお客様に向

けた「パターンオーダーフェア」を開催中です。  

スタイルと素材を  

組み合わせ、お客様  

のお好みやこだわり  

をプラスしてオリジ  

ナルの1着をつくる  

オーダースーツが  

2着で52,800円（税込）  

からお選びいただけ  

ます。  

 

 

 

 

 

フレッシャーズの皆さんに、  

コストパフォーマンス最高のオーダースーツを！  

「紳士服コナカ・紳士服のフタタ」、「スーツセレクト」  

「ディファレンス」で特別なキャンペーンを開催中！  



  
 

 

 

■パターンオーダーフェア  

国内縫製  オーダースーツ  

 ￥30,800×2着＝￥61,600 ⇒  ￥52,800（税込）～  

 

■レディスパターンオーダースーツ受注開始             

1：ジャケットは4つのデザイン  

1. 2ボタンノッチドラペル：就活に最適  

2. 1ボタンノッチドラペル：入学式、入社に最適  

3. 1ボタンピークドラペル：セレモニーに最適  

4. 1ボタンノーカラー：オフィスワークに最適  

 

2：レディスボトムスは2つのデザイン  

1. タイトスカート：就活、入学式に最適  

2. ストレートパンツ：オフィスワークに最適  

 

3：補正可能箇所と範囲  

1. ジャケット：袖丈±8㎝まで、着丈±5㎝まで               

2. スカート：スカート丈±5㎝まで、ウエスト±5㎝まで  

3. パンツ：ウエスト±5㎝まで、裾幅±3㎝まで  

 

4：選べるオプション  

1. ボタン、裏地：お好みの色柄が選べます。  

2. ステッチ、本切羽：本格仕様でスーツの格があがります。  

3. 袖スリット、シャーリング：イージースタイルに  

仕上がります。  

 

■3月13日（日）までのご注文で、3月末納品可能  

国内縫製にこだわり1着1着丁寧に仕上げたオリジナル  

スーツを約20日間で納品します。  

1：生地は約200種類の中からお選びいただけます。  

2：メンズは身長155㎝～190㎝、ウエスト66㎝～120㎝  

のオーダーが可能です。  

   レディスは5号～29号までオーダーが可能です  

 

 

『紳士服コナカ/紳士服のフタタ』とは…  

「すべては品質から。」をスローガンに、ビジネスウェア、フォーマルウェアだけで

なく、カジュアルウェア、アクセサリーなども取り扱うスーツショップ。  

ニュージーランド産ウールを使用した高品質なスーツから、シャワークリーンテク

ノロジー、ウルトラウォッシュ機能を備えた高機能スーツまで、大きな売場に幅広

くラインナップしています。サービスオブザイヤー8 年連続受賞、オリコン顧客満

足度調査 4 年連続 1 位、おもてなし規格認証「紺認証」に裏付けされた高い接客レ

ベルで、お客様に満足されるスタイリングを提供しています。  

 

公式サイト：https://www.konaka-jp.com/ 

https://www.konaka-jp.com/


  
 

 

 
               『ス－ツセレクト』  
 
 

【「AI SPEED ORDER」フレッシャーズキャンペーン開催中】  

 

10 分で採寸、10 種類の厳選生地、最短 10 日間お渡しを可能にした  

AI SPEED ORDER 

 

3 月 21 日（祝・月）までのご注文で、3 月末納品可能  

 

AI 自動採寸アプリを使用し、お客様から大変好評を得ておりますスーツセレクト

の AI SPEED ORDER では、2 月より春夏の新作生地を展開中です。  

フレッシャーズのお客様にはオプションベストを 50％OFF で購入できる応援キャ

ンペーンをスタートしております。  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【AI SPEED ORDER】  

https://www.suit-select.com/aispeedorder/index.html?navi  

 

■「AI SPEED ORDER」フレッシャーズキャンペーン  

スーツ応援価格＆オプションベスト応援価格  

オーダースーツ   ：1 着 30,800 円（税込）～  

   2 着セットで 52,800 円（税込）～  

オプションベスト：通常価格の 50％OFF 

※通常納期 3 週間（中国縫製）お渡しの価格です。  

 

■商品特徴  

1：10MINUTES 

バージョンアップした AI 画像採寸アプリを使用し、10 分で採寸。  

 スマートフォンアプリを使い、店舗スタッフまたはお客様ご自身で 2 枚の写  

真を撮り、数項目入力するだけで、オーダーの出来上がり最適サイズが分か  

ります。  

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ※2022 年 2 月 10 日 (木 )AI 画像採寸アプリがバージョンアップ。  

精度を落とすことなく、4 枚の画像採寸から 2 枚の画像採寸になり、さらに  

簡単に短時間で、採寸が可能になりました。  

App Store: 

ht tps:/ /apps.app le . com/jp/app/sui t -se lect-a i%E7%94%BB%E5%83%8F%E6%8E%A1%E5%AF%B8/ id1497623683  

Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/detai ls? id=jp.suitselect .aimeasure&hl=ja&gl=US  

 

2：10FABRICS 

10 種類の厳選生地はなんと 30,800 円 (税込 )。  

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 生地を 10 種類厳選しました。  

生地を選ぶ際に、多忙なビジネスマン・フレッシュマンの方々に時間を取ら  

せぬよう、無地・バーズアイ・ピンヘッド・ヘリンボンなど、ベーシックから  

トレンドを押さえた柄と新卒・新社会人に人気の色を入れ込みながら、極限  

まで色柄数を絞り込んだ構成にしました。  

 

※上記 10 種類以外にも、  

常時 100 種類以上の生地を  

41,800(税込)からご用意して  

います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apps.apple.com/jp/app/suit-select-ai%E7%94%BB%E5%83%8F%E6%8E%A1%E5%AF%B8/id1497623683
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.suitselect.aimeasure&hl=ja&gl=US


  
 

3：10DAYS 

ご注文日より最短 10 日間での商品お渡しを可能にしました。  

通常納期は 3 週間（中国縫製）でお渡しいたします。  

 ※最短 10 日間お渡しは、1 着につき別途国内縫製オプション料金 6,600 円  

(税込 ) 

※上記の厳選された 10FABRICS のみが対象  

 

『SUIT SELECT』とは…   

“選ぶ・着る・楽しむ”をテーマにして佐藤可士和氏が総合監修した、「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。  

 

公式サイト  https://www.suit-select.com 

公式オンラインショップ  https://www.suit-select.jp/ 

 
 
 
 
                『ディファレンス』  
 

 
【業界最速レベル最短 1 週間でお渡し可能な「7DAYS ORDER」】  

 
3 月 24 日（木）までのご注文で、3 月末納品可能  

 

オーダースーツブランド「DIFFERENCE（ディファレンス）」では、お客様のご要

望にお応えして最短 1 週間でお渡し可能な「7DAYS ORDER」の注文枠を大幅に  

拡大しました。  

特別なシーンにこそ、こだわりの一着をオーダースーツで。プロのフィッターが  

カウンセリングを行い最適なサイズ・デザインをご提案いたします。  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


  
 
 
■7DAYS ORDER 

1：対象アイテム  

メンズスーツ /レディスセットアップ  

2：対象生地  

国内縫製\38,500 以上の生地  

   （インポートー生地や機能性生地も豊富にご用意あります）  

3：オプション価格  

\5,500（税込）  

 ※サービス適用外  

1. インターネットからのご注文  

2. サンエー浦添西海岸 PARCO CITY 店でのご注文  

3. 一部の特殊オプションカスタマイズ  

4. 弊社想定受注数を上回った場合  

5. 天災、事故などにより物流への影響があった場合  

 

4：注意事項  

1. 生地や日々の生産数に限りがあるため、ご提案できない生地がございます。 

2. 特殊なオプションが含まれる場合は対応不可となります。  

3. ペアプライスは対象外となります。  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※『DIFFERENCE』とは？  

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。  

 

公式サイト：https://difference.tokyo/ 

https://difference.tokyo/


  
 
 
 
株式会社コナカでは、お客様の利便性と接客サービスの向上により、さらにショッピ

ングを楽しんでいただけるよう今後も取り組んでまいります。  

 

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。 2 0 2 0 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：435 店舗【コナカ /フタタ 193 店舗、SUIT SELECT 189 店舗  

DIFFERENCE 53 店舗】（2021 年 9 月 30 日現在）  

 

《お問い合わせ先》  

株式会社コナカ  

経営企画室  古屋・浦中      ＴＥＬ045-825-7755   pr@konaka.co.jp 

mailto:pr@konaka.co.jp

