報道関係各位
2017 年 5 月 17 日
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

日常で気軽に楽しめる和装を提案

17 ブランドから 23 種類の浴衣を発売
浴衣イベントへの協賛や浴衣 DAY も実施
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：岡山県岡山市、代表取締役社長：立花隆央）は、昨年に引き続き、展開する 17 ブランド
から全 23 種類の浴衣を発売いたします。自社 EC サイト「STRIPE CLUB」「CAN ONLINE SHOP」では 5 月 27 日
（土）から先行予約を開始し、店頭販売開始は 6 月 16 日（金）です。また、和装文化振興の取り組みとして若い世
代に浴衣を日常に取り入れてもらうべく、今年は和文化発信プロジェクト「和 OW Nation（ワオ ネーション）」主催
のイベントに特別協賛するほか、浴衣を着て勤務する「浴衣 DAY」の実施も予定しています。
当グループでは、若い世代にもっと和装に親しんで欲しいという思いから昨年度より浴衣を販売しています。
今年の浴衣も、菊柄や椿など古典的な柄から、他にはない個性的な配色、星や熱帯魚をモチーフにしたポップ
で可愛らしい柄まで、各ブランドこだわりのデザインに仕上げました。普段着なれない方でも簡単に着用できるよ
う、今年も浴衣・帯・下駄の三点セットで販売します。リーズナブルな価格設定にいたしましたので、既に浴衣を
お持ちの方も 2 着目、3 着目を揃え、洋服のように気分やシーンに合わせて着替えてみてはいかがでしょうか。
日常で気軽に浴衣を着ていただく場としての浴衣イベントでは、浴衣ファッションショーをはじめ、和小物や日
本酒など幅広く和文化に親しむことのできるブースを用意する予定です。また、今年も岡山本社と東京本部にお
いて、従業員が浴衣着用で勤務する「浴衣 DAY」を実施。就業後は社員の交流を目的とした納涼祭を開催し、当
社従業員自らが日常での浴衣の楽しみ方を発信します。
その他、浴衣を購入いただいた方の中から抽選で、全国の花火大会優待席と旅行券のセットがあたるキャン
ペーンや、新作浴衣がもらえるリツイートキャンペーンも実施いたします。
ライフスタイルを事業領域とする当グループは、商品販売だけでなくイベント開催や社内行事の実施を通して、
気軽に楽しめる日常着としての浴衣の魅力を伝え、和装文化の振興に取り組んでまいります。

■浴衣販売概要
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約：5/27（土）0 時～6/1（木）
売：6/2（金）22 時～
売：6/16（金）～ ※一部店舗を除く
所：自社 EC サイト 「STRIPE CLUB」（http://stripe-club.com/）
「CAN ONLINE SHOP」（http://www.canshop.jp/）
全国のストライプインターナショナル/キャンの各店舗
※アウトレットを除く

※「CAN ONLINE SHOP」は、キャンで展開するブランドのみの取り扱いです。
※ファッションレンタルサービス「mechakari（メチャカリ）」でも、6/2（金）から浴衣のレンタルを開始いたします。
（一部対象外の浴衣もございます）

■商品概要（●はキャンのブランド）
≪浴衣三点セット（浴衣・帯・下駄） 8,990 円+税≫
earth music&ecology 2 種類

KOE 1 種類

商品名：ギンガムブーケ柄浴衣

商品名：レモン水玉柄浴衣

商品名：椿柄浴衣

カラー：ピンク/ネイビー

カラー：アイボリー/ネイビー

カラー：ネイビー/ライトカーキ

ギンガムチェック地にブーケを散

レトロでポップなレモン柄が爽や

幾何学風ストライプにレトロで小
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かな印象のデザイン。帯の 2 色使

ぶりな椿をランダムに配置。帯は

ケは手まりをイメージ。

いでよりレトロ感を演出。

ビビッドな色を合わせ印象的に。

E hyphen world gallery 4 種類（BonBon、MANIA 含む）

商品名：花火柄浴衣

商品名：星柄浴衣

カラー：レッド/ネイビー

カラー：ブルー/アイボリー

夏祭りをイメージしたカラフルな花火柄。帯

夏の夜空をイメージした星柄の浴衣。筆で描

は浴衣と反対色を合わせモダンな印象に。

いたような星は和をイメージ。

E hyphen world gallery BonBon

E hyphen world gallery MANIA

商品名：リップ柄浴衣

商品名：M りんごあめ柄浴衣

カラー：オフホワイト/ピンク

カラー：レッド/ブラック

中村里砂さんとのコラボレーション。リップ

三戸なつめさんとのコラボレーション。ギンガ

柄が珍しい BonBon らしいデザイン。

ムチェックにリンゴ飴をプリント。リンゴ飴の
包みにもこだわり、レース柄に。

Green Parkｓ 3 種類

商品名：南天柄浴衣

商品名：ストライプ×花柄浴衣

商品名：芍薬柄浴衣

カラー：サックス

カラー：ピンク

カラー：ネイビー

清涼感のある落ち着いたサックスカ

古典的な菊柄と線画風のタッチを

紺地に際立つ華やかで大きな
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芍薬の花が特徴のデザイン。

セントになった女性らしいデザイン。

イン。

AMERICAN HOLIC １種類

YECCA VECCA １種類

SEVENDAYS=SUNDAY １種類

商品名：麻の葉モダン浴衣

商品名：花柄×ストライプ柄浴衣

商品名：レトロ幾何学柄浴衣

カラー：ライトブルー/ブラック

カラー：ホワイト/ネイビー

カラー：ネイビー/ブラウン

モダンな単色デザインで、上品な

トレンドのストライプに鮮やかな花

レトロな柄で昔ながらの浴衣を表

仕上がりに。

をプラスし、モダンな印象に。

現した浴衣。

LEBECCA boutique １種類

Maison de FLEUR １種類

商品名：この夏の格子柄浴衣

商品名：フラワーストライプ浴衣

カラー：ブラウン/ネイビー

カラー：ネイビー/ピンク

少し大人なデザインを意識。レベッカ

パリのアンティークの壁紙柄を日本風にア

らしい珍しい配色の格子柄が特徴。

レンジ。クラシックタッチで花柄を表現した
他にはないデザイン。

●Samansa Mos2 １種類

●Samansa Mos2 blue １種類

●ehka sopo １種類

商品名：夏の花摘み柄浴衣

商品名：ぼかし菊柄浴衣

商品名：熱帯魚柄ゆかた

カラー：イエロー/ブルー

カラー：オフ/ネイビー

カラー：オフ/ネイビー

色鉛筆で描いたようなストライプ柄

菊の花柄が特徴。気品のある凛

夏らしいポップなカラーで珍しい

に、５種類の夏の花やハーブをち

とした美しさを醸し出すデザイン。

熱帯魚柄の浴衣。

りばめた涼しげな浴衣。

●Te chichi １種類

●Te chichi TERRASSE １種類

●Lugnoncure 1 種類

商品名：アンティーク花柄浴衣

商品名：花マルチストライプ柄浴衣

商品名：あじさい柄浴衣

カラー：オフ/ネイビー

カラー：オフ/ネイビー

カラー：サックス/オフ

あえて洋服らしい柄を取り入れ、

浴衣特有のシックさを軽くし、元気な

大人の女性に向けたシックで

ブランドらしさを表現。

イメージでデザインした浴衣。

落ち着いたイメージの浴衣。

●Monique 1 種類

≪浴衣二点セット（浴衣・帯）￥32,000+税 ≫
GARAGE OF GOOD CLOTHING １種類

商品名：ストライプキキョウ柄浴衣

商品名：稲妻柄浴衣

カラー：ネイビー/ピンク

カラー：オフホワイト

桔梗の花とストライプを掛け合わ

個性が光る稲妻柄をストライプ調にアレンジ。

せたモダンな柄の浴衣。

古着風にぼかした柄とオフホワイトをベースに
テラコッタとダークネイビーの配色で今時に。

■プレゼントキャンペーン
①「浴衣で巡る夏の風物詩」キャンペーン
店頭または EC サイトで浴衣をお買い上げいただいた方に、花火大会優待席と宿泊・旅行券のセット、または優
待席と旅行券のセットが抽選で 10 組 20 名様に当たるキャンペーンを実施いたします。
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サ イ ト ：http://stripe-club.com/cts/yukata2017/hanabi/
※5/27（土）より公開
期 間 ：5/27（土）～7/17（月）
※対象の花火大会により、キャンペーンの応募締切が異なります。
発 表 ：当選者の方には、応募時に登録いただいメールアドレスにご連絡いたします。

②「Twitter リツイート」キャンペーン
STRIPE CLUB 公式アカウントが、Twitter にキャンペーンに関する投稿をします。指定の投稿をリツイートしてい
ただいた方の中から抽選で各ブランドの新作浴衣をプレゼントいたします。（一部ブランドを除く）
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：5/27（土）～6/1（木）
：当選者の方には、STRIPE CLUB 公式アカウントにて当選者のアカウント名を発表後
Twitter の DM にてご連絡いたします。

■浴衣 DAY 概要
本社本部に勤務する社員を対象に、浴衣を着て勤務する「浴衣 DAY」を実施します。就業後は社員同士の交流
を目的とした納涼祭を開催予定です。
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日：東京本部・7/11（火） 岡山本社・7/14（金）
所：ストライプインターナショナル・キャン 岡山本社／東京本部

■浴衣イベント 概要
普段は浴衣を着る機会の少ない若い世代の女性に向けて、浴衣を気軽に日常で取り入れてもらうために、和文
化発信プロジェクト「和 OW Nation（ワオ ネーション）」が主催するイベントに特別協賛します。イベントでは、浴衣
ファッションショーをはじめ、和小物や日本酒など幅広く和文化に親しむことのできるブースを提供する他、浴衣
姿で可愛い写真が撮影できるフォトスポットの設置など、浴衣を着て楽しむフォトジェニックなコンテンツを提供す
る予定です。
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日：8/6(日)
所：歌舞伎座タワー17 階 （株式会社ストライプインターナショナル東京本部内）

イベントプロデュース：和文化発信プロジェクト「和 OW Nation（ワオ ネーション）」

＜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
TEL：03-3524-1502 FAX：03-3524-8341 MAIL：public-info@stripe-intl.com
株式会社キャン 広報部
TEL：03-3524-1554 FAX：03-3524-8341 MAIL：meg-shimizuno@can-jp.com

