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株式会社ストライプインターナショナル
株式会社キャン

ストライプインターナショナルグループ

日本の和装文化を盛り上げ
～17 ブランドでの浴衣販売と浴衣イベントの実施～
株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：石川康晴）とグループ会社の
株式会社キャン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：立花隆央）は、展開する 17 ブランドから浴衣を発売す
るとともに、浴衣で参加するイベント「STRIPE Yukata Festival 2016」を開催いたします。
日本の衣文化として夏に欠かすことのできない浴衣は、近年は花火大会や祭りなど、屋外イベントが主な着
用の場となっています。ライフスタイル事業を展開する当社グループでは、より身近で快適に浴衣を着る機会を
提供し、若い世代にもっと和文化に親しんでほしいと考え、恵比寿ガーデンプレイス内特設会場で浴衣イベント
を実施します。また、普段着慣れない方でも簡単に和装のコーディネートができるように、浴衣に造り帯と下駄を
組み合わせた形※で販売をいたします。
17 ブランドから発売される浴衣は、全 28 種類。紫陽花など古典的な柄から、ギンガムチェックなど洋服のよう
な柄まで、各ブランドのテイストが詰まった浴衣が出来上がりました。浴衣にあわせた造り帯と下駄がセットで
10,990 円（税抜）※と、リーズナブルで手に取りやすい価格設定としています。さらに、宅配クリーニングサービス
「バスケット」の無料クーポンを全ての浴衣にプラス。着用後のお手入れの煩わしさを軽減し、手軽に浴衣を楽
しんでいただけます。自社 EC サイト「STRIPE CLUB」「CAN ONLINE SHOP」およびその他 EC サイトでは 6 月 10
日（金）、店頭では 6 月 17 日（金）に発売です。
浴衣イベントは都内の高級レストランを会場とし、浴衣ショー、浴衣のディスプレイのほか、アーティストのライ
ブも実施。オシャレで快適な屋内空間に浴衣で集い、これまでとは異なる浴衣の楽しみ方を体験いただきたいと
考えています。浴衣を購入の方に 6 月 17 日（金）よりイベントチケットを先行販売し、7 月 1 日より一般販売の予
定です。
※Kiwasiylphy および L’ATELIER FENETRE の商品は 48,000 円（税別）で、下駄は別売りです

ストライプインターナショナルグループでは、来る 2020 年の東京オリンピックに向け、スポーツだけでなく、和
文化の盛り上げや浸透にも貢献したいと考えています。当社グループが提案する商品やイベントをきっかけに、
ぜひ浴衣を夏の日常着に加えてみてはいかがでしょうか。アパレルを中心とし、広くライフスタイルを事業領域と
する当社グループは今後も、商品販売にとどまらず、イベントなど「場」や「コト」の提供も実施し、人々の生活が
より豊かになる事業に取り組んでまいります。

■商品概要（★はキャンのブランドです）
≪浴衣セット（帯・下駄付）￥10,990+税≫
earth music&ecology／3 種類

パステルあじさい柄浴衣
・カラー：サックス/ピンク
・パステルカラーがガーリーな
紫陽花プリントの浴衣

花てまり柄浴衣
・カラー：レッド/ラベンダー
・花手まりをプリントし、古典柄
をパステルカラーでアレンジ

フラワーブーケ＆リース柄浴衣
・カラー：アイボリー/ネイビー
・フラワーブーケとリーフプリントに
ストライプが流れ、和風テイスト

E hyphen world gallery／4 種類

ミルキーピンク浴衣/ラムネソーダ浴衣
・カラー：ピンク/サックス
・幾何学的な変形ストライプがモダンな
印象

抹茶あずき浴衣/黒豆きなこ浴衣
・カラー：ライトカーキ/ブラック
・大人っぽい幾何学柄と和風な気分を
盛り上げてくれる色使い

ハニーレモン浴衣/グレープベリー浴衣
・カラー：イエロー/ネイビー
・ランダムなドット柄がレトロポップ。
爽やかな色展開の浴衣

いちごミルク浴衣/ブルーハワイ浴衣
・カラー：レッド/ブルー
・古典的な花柄がレトロな印象。夏らしい
色で爽やかな浴衣

AMERICAN HOLIC／1 種類

Green Parks／2 種類

ストライプ花柄浴衣
・アイボリー/ネイビー
・線画風の花柄に、上品な色づかいで
清涼感のある雰囲気

大花柄浴衣
・レッド/ネイビー
・和テイストで風情のある大花柄。
鮮やかな色味にもこだわり

LEBECCA boutique／1 種類

KOE／レディース・メンズ各 1 種類

花柄浴衣
・マスタード/ネイビー
・大花をモチーフに、帯と下駄の鼻緒の
色を合わせた浴衣セット

メンズストライプ浴衣
・ネイビー/ブラック
・同系色のマルチストライプ柄で
落ち着いた雰囲気

SEVENDAYS=SUNDAY／レディース・メンズ各 1 種類

クラシック花柄浴衣
・ライトグレー/ネイビー
・シックな花柄がポイントのデザイン。
幅広い年齢層に向けた浴衣

モノトーン花柄浴衣
・ベージュ/ネイビー
・海外の方にも好まれる、落ち着いた
大人の女性のための浴衣

メンズバンダナ柄浴衣
・チャコールグレー/ネイビー
・トレンドのバンダナ柄を全面にプリ
ントしたカジュアルなデザイン

私たちの格子柄浴衣
・カラー：レッド/ブラック
・シンプルな柄で二色展開とし、幅広い
年齢層の方が着られるデザイン

YECCA VECCA／1 種類

幾何柄浴衣
・ブルーグリーン/ブラック
・様々なストライプを使い多角形を
表現したユニークな柄が印象的

Maison de FLEUR／3 種類

リボンギンガムチェック柄浴衣
・レッド/ブルー
・ブランドアイコンのリボンモチーフと
チェックを組み合わせた浴衣

Samansa Mos2／1 種類★

SM2 小花柄浴衣
・アイボリー/ネイビー
・2014 年に人気だったワンピースの
花柄を使用した浴衣

カラフル紫陽花柄浴衣
・アイボリー/ピンク
・小花を集積しカラフルなあじさいを
イメージ

Samansa Mos2 blue／1 種類★

SM2 ギンガム浴衣
・ネイビー/チャコールグレー
・落ち着いたカラーと擦れチェック柄で
大人カジュアルな印象

カラーピオニー柄浴衣
・ピンク/サックス
・大振りに展開したピオニーの花
が存在感のあるデザイン

ehka sopo／1 種類★

ehka sopo 幾何学柄浴衣
・ブルーグリーン/ネイビー
・レトロポップな色使いの幾何学柄で街
あそびにもおすすめ

Te chichi／2 種類★

Te chichi あじさい古典浴衣
・サックス/ネイビー
・上品な可愛らしさのあじさい柄。
シックで落ち着いた色展開

Te chichi しぼり古典浴衣
・アイボリー/ネイビー
・純粋なイメージのゆりの花をあしら
い、古典的な色使いで大人な一枚

Lugnoncure／1 種類★

Monique／1 種類★

Lugnoncure 椿柄浴衣
・アイボリー/ネイビー
・発展と美しさの象徴の柄でもある椿の花
を使用した浴衣

Monique ストライプ浴衣
・サックス/ネイビー
・モダンなストライプ柄を使用し、シック
な色展開で落ち着いた雰囲気

≪浴衣セット（帯付）￥48,000+税 ／下駄別売り￥15,000+税≫
KiwaSylphy／1 種類

narcissus pt 浴衣
・帯：レッド/パープル
・流れるようなモノトーンのラインに重ねた
水仙と紫の色味が大人な印象

L'ATELIER FENETRE／1 種類

注染※ボタニカルリーフ浴衣
・帯：レッド/イエロー
・モダンな雰囲気がただようリーフ柄と
ストライプのミックス柄
※注染（ちゅうせん）は 100 年以上の歴史をもつ日本の伝統染色技法。
微妙な色のにじみや優しい濃淡など、手作業ならではの風合いが特徴

■浴衣販売概要
E C 先 行 発 売：6/10（金）～
店 頭 発 売：6/17（金）～
販 売 場 所：自社 EC サイト「STRIPE CLUB」（http://stripe-club.com/）
「CAN ONLINE SHOP」（https://www.canshop.jp/）
全国のストライプインターナショナル／キャンの各ブランド店舗 ※一部除外店舗あり
その他各種 EC サイト

■クリーニングクーポンについて
全ての浴衣に、宅配クリーニング「BASKET」のクリーニング無料クーポンが付いています。
期
内

間：2016 年 6 月 10 日～2016 年 10 月 31 日
容：宅配クリーニング「BASKET」の利用時に、浴衣のクリーニング料金が 1 回分無料
※別途送料が必要
クーポン利用方法：申込時、シールに記載のクーポンコードを入力する
※BASKET のユーザーでない方はまず「ユーザー登録」が必要
※詳細は、BASKET ホームページ（https://www.everybasket.com/）をご覧ください
■STRIPE Yukata Festival 2016
日 程：2016 年 7 月 16 日（土）
時 間：①13：00～ ②16：00～（各 2 時間、各回 150 名限定）
場 所：恵比寿ガーデンプレイス内特設会場（屋内）
入場料：2,000 円（事前販売のチケットでのみ入場可能）
概 要：浴衣ショー、アーティストライブ、浴衣ディスプレイほか
チケット販売概要
先行販売：6/17（金）～
※EC サイト（STRIPE CLUB、CAN ONLINE SHOP）および 関東地域（東京都、神奈川県、
千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県）の店舗で浴衣を購入の方
※一部浴衣販売を実施しない店舗があります
販売場所：EC サイト「STRIPE CLUB」内専用サイト（http://stripe-club.com/x/yukatafestival）
一般販売：7/1～7/10
※浴衣購入者以外の方も購入可能

（チケットイメージ）

本件に関するお問い合わせ先
株式会社ストライプインターナショナル 広報部
public-info@stripe-intl.com
〒104-0061 東京都中央区銀座 4-12-15 歌舞伎座タワー18 階
TEL：03-3524-1502 FAX：03-3524-8341
株式会社キャン 広報部
meg-shimizuno@can-jp.com
〒104-0061 東京都中央区東銀座 4-12-15 歌舞伎座タワー18 階
TEL03-3524-1554

FAX：03-3524-8341

