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セットアップ仕様のレディースフォーマルの提案を強化
「洗える・日本製素材・前開きファスナー」の
実用性を備えたオールシーズンフォーマルをＡＯＫＩ全店で新発売！
株式会社ＡＯＫＩ（代表取締役社長：諏訪健治）は、7月上旬より法要・法事で需要が高まるフォーマルの
提案を全店で強化いたします。夏季期間にお客様よりご要望が増加する、涼しさに特化した「サマーフォーマ
ル」をＡＯＫＩ全店舗で展開するとともに、今季は新たにジャケット・パンツ・スカート・ブラウスを単品で組み合わ
せることができるセットアップ仕様の「ウォッシャブルフォーマル」をＡＯＫＩ全店舗ならびに公式オンラインショップ
にて(https://www.aoki-style.com/campaign/ec_sale_21)新発売いたします。今年の夏は「自宅で洗える・日本製素材
の高品質・前開きファスナーで着脱しやすい」という着用時からお手入れまで実用性を実感していただける
商品ラインナップをご用意しています。

■単品使いも、セットアップでの組み合わせも自由に！
上下別々のサイズで、お好きなスタイルを選べるフォーマル
本新商品は、単品でもセットアップでも着用できるように、同生地の
「ジャケット・ボトム」が別々のサイズで購入することができます。ボトム
はパンツ・スカートの2種類から選択することができるため、お客様
お一人おひとりのお好きなスタイルにお応えすることが可能となりました。
また、フォーマルウェアは幅広い年齢層のお客様が着用することから
着替える際の動きやすさを考え、ブラウスは身頃が前開きのフロント
ファスナーを採用。ボトムのパンツとスカートはウエスト部分がゴム仕様
になっており、着用時の締めつけ感を軽減する工夫を施しています。
オールシーズン着用可能な機能性とシンプルなデザインが特長です。
ＡＯＫＩレディースは今後も、大切な日に着用するフォーマルウェアに
ウォッシャブルフォーマル スタイリング一例

おいて品よく、美しく、そして快適にご着用いただける機能性を備えた
商品企画を進め、お客様のライフシーンをサポートしてまいります。

■オールシーズン対応 「ウォッシャブルフォーマル」 商品概要
単品でもセットアップとしても自由にアイテム・サイズを組み合わせることが可能なオールシーズン対応フォーマル。
シンプルなデザインで季節を問わず様々なフォーマルシーンで着用可能です。
ブラウスはオールシーズン使いやすい七分袖のデザイン。※ブラウスのみ生地が異なります

素材：ポリエステル100％
サイズ：ジャケット・パンツ・ブラウス 7号～19号
サイズ：スカート 7号～17号
本体価格(税抜) ：ジャケット：19,000円
パンツ・スカート：13,000円
ブラウス：12,000円
前開きファスナーイメージ
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参考資料：ＡＯＫＩレディース 「涼しいサマーフォーマル」商品概要
この夏、ＡＯＫＩレディースの涼しいサマーフォーマルは涼しさと着心地を追求した商品企画を実施。展開している
4種類は全てご自宅の洗濯機で洗えるウォッシャブル機能付き。汗やにおいも気にならずクリーニングに出す手間
や費用が軽減できます。また、夏に最適な吸汗速乾機能のある裏地を使用しています。※一部商品により仕様が異なります

商品名：ノーカラーボレロ風ワンピース
素材：ポリエステル100％
カラー： 黒
サイズ ：7号～19号
本体価格(税抜) ：19,000円

商品名：
ノーカラーロングジャケット風胸元フリルワンピース
素材：ポリエステル100％
カラー： 黒
サイズ ：9号～17号
本体価格(税抜) ：29,000円

首元のクルミ釦がクラシカル
で柔らかな印象となるデザ
インです。ウエスト部分は取
り外し可能なリボンもご用意。
上身頃には清涼裏地を使
用しているので蒸し暑い夏
のフォーマルスタイルでも
快適です。

商品名：
ノーカラーぺプラムジャケット風ワンピース
素材：ポリエステル100％
カラー： 黒
サイズ ：7号～17号
本体価格(税抜) ：39,000円

生地の特徴であるドレープを
活かし、美しいウェーブでフリル
を表現したデザインが特長。
ウエスト・ヒップ周りまでしっかり
カバーできる、ロングジャケット
仕様。袖周りには適度なゆとり
があり、腕の上げ伸ばしなども
ストレスなく楽に動ける1着です。
夏に最適な軽量で通気性の
良いサマーフォーマルです。

商品名：ノーカラージャケット風ワンピース
素材：ポリエステル100％
カラー： 黒
サイズ ：5号～21号
本体価格(税抜) ：49,000円

ジャケットを羽織っているよう
に見えるワンピースのデザイン
は暑い夏でもきちんと見える
便利な1着です。
お腹まわりをすっきりと見せて
くれる柔らかな広がりのある
フレアぺプラムデザイン。
表地には抗菌防臭加工が
施されており、裏地は清涼
かつストレッチ素材を使用
しており着心地も抜群。

通気性がよく、腕が動かし
やすい仕様でジャケットを
羽織っているように見える
ワンピーススタイル。
ウォッシャブル機能に加え、
シワが取れやすくホコリが付き
にくい機能素材を使用してい
るのでお手入れが簡単です。

■報道関係からのお問い合わせ
株式会社ＡＯＫＩ 本社 広報担当：竹村みどり・比本佳奈
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56 TEL：045-941-3588/FAX:045-942-1888 Mail：aokipr@aoki-style.com
■お客様（読者･視聴者）からのお問い合わせ
株式会社ＡＯＫＩ お客様相談室
フリーコール：0120-13-7888（受付時間10：00～18：00）

HP：www.aoki-style.com
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2019年7月8日
株 式会 社 Ａ Ｏ Ｋ Ｉ

ＮＥＷＳ ＬＥＴＴＥＲ

スーツではじめる夏の暑さ・紫外線対策！
ＡＯＫＩの「洗えるヒートブロックスーツ」で暑い夏を味方につけよう
～涼しい・ＵＶカット・洗える機能がついた“はたラク服”～
株式会社ＡＯＫＩ（代表取締役社長：諏訪健治）は、夏でもスーツを着用する女性に向け、涼しい・ＵＶカット・洗え
る機能を兼ね備えた「洗えるヒートブロックスーツ」を、本年度は商材数を前年比約113%に増やし、ＡＯＫＩ全店舗
ならびに公式オンラインショップ(https://www.aoki-style.com/campaign/ladies_csuit)にて販売しています。
■涼しい・ＵＶカット・洗える機能で暑い夏も快適に
「洗えるヒートブロックスーツ」は、太陽光の近・遠赤外線を反射する特殊加工を施した生地を使用しています。
遮蔽率90％の生地は、未加工の生地と比較し、衣服の表面の温度上昇を約10℃抑える効果が実証されており、
夏の暑い時期でも涼しく快適に着用することができます。
さらに、紫外線も反射するため、通勤・外出時にスーツを羽織るだけで、日焼けから肌を守る効果も期待できま
す。その効果は、衣類の紫外線保護係数（ＵＰＦ)※50と高く、SＰＦ50の日焼け止めを使用した際と同程度の効果が
見込まれます。（※ＵＦＰとは、紫外線対策の先進国であるオーストラリアやニュージーランドで用いられている衣類の紫外線保護係数のこと。数値は
「50+～40」「35～25」「20～15」の3段階に分かれている）

加えて、夏場は汗をかきやすい時期ですが、ご自宅の洗濯機で簡単に丸洗いできるため、いつでも清潔にお召い
ただける1着です。

ＡＯＫＩレディース 洗えるヒートブロックスーツ 商品概要
商品名：洗えるヒートブロックスーツ
フラットパンプス
◆本体価格(税抜) ジャケット 23,000円 パンツ/スカート 12,000円
展開カラー：紺・グレー
サイズ：3号～21号
素材：ウール50％・ポリエステル50％
スタイル：1つボタンジャケット・パンツ/スカート
①特殊加工を施した生地により衣服内の温度上昇を抑える
②紫外線をカットし、肌ダメージを軽減する
③汗や汚れはご自宅の洗濯機で洗い流せ、いつでも清潔
④小川彰子氏監修の360°きれいなシルエット
⑤表地裏地のダブルストレッチで着心地が良く、動きやすい

■報道関係からのお問い合わせ
株式会社ＡＯＫＩ 本社 広報担当：比本佳奈・竹村みどり
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56 TEL：045-941-3588 Mail：aokipr@aoki-style.com
■お客様（読者･視聴者）からのお問い合わせ
株式会社ＡＯＫＩ お客様相談室 フリーコール：0120-13-7888 （受付時間10：00～18：00） HP：www.aoki-style.com
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ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ

2019年7月25日
株式会社ＡＯＫＩ

オムニチャネル強化により店舗＆ＥＣでパーソナルオーダースーツの購入が可能に！

7月26日（金）よりメンズパーソナルオーダーＷＥＢ購入サイトを本格始動
秋の衣替えに合わせて7/26(金)から9/30(月)まで10％ＯＦＦの早得キャンペーンを実施
株式会社ＡＯＫＩ（代表取締役社長：諏訪健治）は、2018年10月よりパーソナルオーダースーツをファッション事業の
成長戦略のひとつとして全国のＡＯＫＩ全店舗で展開。この度、7月26日(金)13時よりＷＥＢ購入サイトのリニューアルを
行い、店舗だけでなくＷＥＢサイト上でも自由に生地やオプションの選択・購入まで連動させた購買体験を提供します。
ＡＯＫＩメンバーズカード・アプリ会員のお客様は、ＷＥＢオーダー会員に登録することで、オーダースーツの生地や
オプション選択情報を「お気に入り」にデータ保存することができます。この「お気に入り」に保存したデータは全国の
ＡＯＫＩ店舗で呼び出すことができるため、ＡＯＫＩスタイリストの丁寧な採寸・フィッティングを体感していただいた上で
オーダースーツをご購入いただくことも可能です(https://www.oasysec.aoki-style.com/)。

ＡＯＫＩパーソナルオーダースーツ ＥＣサイトイメージ

また、全てのお客様にパーソナルオーダースーツに触れていただきたいという想いから、サイト内にはビジネスや
ブライダルシーンなど、用途に合わせたスタイリングの訴求ページを新設。お客様ご自身でベースとなるスタイルを
選択して、生地やオプションを自由にカスタマイズ・シミュレーション表示ができるため、場所を選ばずオーダー
スーツならではの「自分だけの1着」をつくる楽しさを体験いただけます。
そして、秋冬生地の受注開始となる7月26日(金)～9月30日(月)の期間にて、メンズパーソナルオーダースーツが
10％ＯＦＦとなる「早得キャンペーン」を実施し、秋の衣替え需要に合わせたご提案を行います。そして今後も、ＡＯＫＩ
は既存店舗でのサービスのみならず、ＥＣサイトなどお客様のライフスタイルに応じた購買チャネルを提供し、さらなる
利便性の向上に努めてまいります。
《秋の早得キャンペーン企画概要》
キャンペーン対象商品：ＡＯＫＩメンズパーソナルオーダースーツ
キャンペーン内容：ＡＯＫＩメンズパーソナルオーダースーツをご購入につき1着10％ＯＦＦ
通常価格1着38,000円～(税抜)が、期間内は1着34,200円～ご購入が可能
ＡＯＫＩパーソナルオーダーＨＰ：https://www.aoki-style.com/static/personalorder/
展開店舗：ＡＯＫＩ全店舗（SizeMAX単独店・Aoki Tokyoを除く）ならびにＷＥＢ購入サイト
展開期間：2019年7月26日（金）～9月30日（月）
納期期間：約3週間～（工場の生産状況により納期が変更となる場合があります）
※WEBサイトのご購入に関しては約4週間～の納期となります

販売価格：スーツ1着38,000円（税抜）～88,000円（税抜）
展開生地：2019年春夏生地・2019年秋冬生地

※店舗により展開生地が異なります
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ＡＯＫＩメンズパーソナルオーダースーツ ＷＥＢ購入サイト操作手順
①ＷＥＢパーソナルオーダー会員の登録
ＡＯＫＩメンズパーソナルオーダースーツをＷＥＢでご注文いただくには、
事前にＷＥＢパーソナルオーダー会員へのご登録が必要となります。
ＡＯＫＩメンバーズカードまたはアプリで登録いただいた会員ナンバーを
ご 確 認 く だ さ い 。 初 め て ＡＯ Ｋ Ｉ を ご 利 用 い た だ く 場 合 は 、 ア プ リ を
ダウンロードいただき会員ナンバーの取得をお願いいたします。

②ご希望のスーツスタイル・生地を選択
スーツまたはパンツ単品のアイテム選択から、ジャケットデザインや
パンツのベースとなるシルエットを選択。続いて「色・柄・価格・素材」
で生地の検索ができ、お好みに合わせて随時変更が可能です。
選んだ生地がシミュレーション画面に全身で表示されるので、シャツ
・ネクタイ・ボタン・シューズの色選択でコーディネートを確認しながら
生地選択をお試しいただけます。

③オプション選択・お気に入り登録
生地が決定した後、オプションとしてジャケットデザインやボタンなど
細かいデザイン変更を入力。オーダースーツならではの、自分だけの
こだわりを反映できるデザイン・機能仕様にすることが可能です。
そして、これまでの入力データを「お気に入り登録」できるため、購入を
検討している場合や着用サイズを店舗で一度確認したいお客様には
最適な機能です。このお気に入りデータはＡＯＫＩ店舗にご来店された
際も確認することができるので店舗でスムーズにご購入いただけます。

④サイズ・補正情報の入力
今までＡＯＫＩで既製スーツやパーソナルオーダースーツをご購入
いただいたお客様のサイズ・採寸情報は、会員ログイン後データが
自動反映される仕組みとなっています。今まで着ていたスーツサイズ
を元に着丈・袖丈・胴幅・ウエスト・裾幅・股下の長さ調整が可能です。
初めてのオーダースーツご購入で採寸にご不安がある場合は 、
ご自宅でゆっくりと生地やオプションをＥＣサイト上で検討いただき 、
店舗にてスタイリストが採寸・ フィッティングを行い最適なサイズを
ご案内いたします。
ご購入操 作 に 関して は 、 お 支 払い にご利用 さ れるク レジ ットカード
情報を入力の上、注文が確定となります。

■報道関係からのお問い合わせ
株式会社ＡＯＫＩ 本社 広報担当：竹村みどり・比本佳奈
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588/ FAX： 045-942-1608 Ｍａｉｌ：aokipr@aoki-style.com
■お客様（読者･お客様）からのお問い合わせ
株式会社ＡＯＫＩ お客様相談室 フリーコール：0120-13-7888（受付時間10：00～18：00） HP：www.aoki-style.com
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