
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：青山理
おさむ

）は、「ユニバーサルランゲージ・メジ

ャーズ」に次ぐ 2 つ目のオーダースーツブランドとして、『クオリティオーダー・SHITATE
シ タ テ

』を立ち上げ   

ます。このブランドは「洋服の青山」の都市部を中心とした主要 20 店と「ザ・スーツカンパニー」の 56 店

に導入し、10 月 7 日（月）から順次店舗での受注を開始します。これまでのオーダースーツにある“高価で

敷居が高い”といったイメージを払拭し、誰でも気軽に利用できるオーダーメイドサービスをご提供します。 

当社では、2016 年からビジネスウェアのオーダー事業として「ユニバーサルランゲージ・メジャーズ」を

展開しています。このオーダーブランドは、独自開発の 3D 仮想試着システムによる革新的なデジタルコーデ

ィネート体験や、1,000 種類以上の豊富な生地バリエーションなどが、スーツにこだわりを持つビジネスマン

を中心に大きな反響を呼んでおり、2018 年度（2018 年 4 月～2019 年 3 月末）のオーダー事業の売上高が   

前年比で 150％となるなど、現在も好調に推移しています。 

この度新たに立ち上げる『クオリティオーダー・SHITATE
シ タ テ

』は、“もっと多くの人に、もっと気軽に”を   

テーマに、「ユニバーサルランゲージ・メジャーズ」ではカバーしきれない客層でもある、既製スーツを主に

着用する方やフレッシャーズなどのスーツ入門者の方にも、より身近に感じていただけるオーダースーツブラ

ンドを目指して開発しました。今回のオーダースーツブランドでは、お買い求めやすさにこだわって「1 着

29,000 円（税別）～」という既製スーツと変わらない“手ごろ”な価格に設定したほか、導入店に設置する

受注コーナーは開放的な空間を演出するなど、気軽に利用していただける環境を整備しています。 

今回のオーダースーツは「洋服の青山」と「ザ・スーツカンパニー」の合計 76 店舗で受注を開始し、     

導入店舗を順次拡大していきます。      

【概要】 

ブ ラ ン ド クオリティオーダー・SHITATE
シ タ テ

 

価 格 29,000 円 ～ 79,000 円（税別） 

生 地 数 常時 200 種類以上 

ス タ イ ル 2 種類（ベーシック／スリム） 

サ イ ズ 56 種類（身長 150cm～／ウエスト 68cm～） 

納 期 最短 14 日間 

縫 製 中国（協力工場） 

受 注 開 始 10 月 7 日（月）から順次 

導 入 店 舗 洋服の青山 主要 20 店 

ザ・スーツカンパニー 56 店 

※価格はリリース発表日現在のものです。 

 

「メジャーズ」に次ぐ２つ目のオーダースーツブランドが始動 

『クオリティオーダー・SHITATE
シ タ テ

』、１０月７日から店舗受注を開始 

～“もっと多くの人に、もっと気軽に”をテーマに、「洋服の青山」２０店・「ザ・スーツカンパニー」５６店に導入～ 

2019 年 9 月 18 日 

《本件に関するお問い合わせ先》 

青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 田路（とうじ）、鈴木 

〒110-0005 東京都台東区上野 4-5-10 ＴＳＣ ＴＯＷＥＲ 7Ｆ 

ＴＥＬ:03（5846）5656  MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp 

店内の受注コーナー（洋服の青山 池袋東口総本店） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料①】 

■ブランドロゴ 

ロゴ使用イメージ コーナーイメージ 

 

“高品質なオーダースーツをご提供する”と“ココで仕立てていただきたい”という思いを込めて、

「Quality（クオリティ）」の『Q』と場所を意味する『＠』を組み合わせて作成しました。 

ブランドロゴの文字線は 1 本の採寸メジャーでデザインしています。 

＜ブランドコンセプト＞ 

 
 

 

 



 

来店 ご利用の 2 ヶ月前から前日までの期間で事前予約が可能です。 

生地選び 

お好みの色柄や着用シーンに合わせて生地を選びます。 

国内外の生地ブランドの中からトレンドの色柄や最新の機能性素材などを 

厳選して、常時 200 種類以上を取り揃えています。 

採寸 

スマートフォンの採寸アプリとプロのスタッフによる採寸を組み合わせて、最適な

フィッティングを行います。サイズは計 56 種類で、スタイルは「ベーシック」と  

「スリム」の 2 種類を用意しています。 

オプション選び 
裏地やボタンの素材、ラペルやポケットのデザインなど、上着とパンツのそれぞれ 

に多彩なオプションを用意しています。 

お渡し 

縫製は、当社の上級ラインのスーツを手掛ける中国の協力工場で行い、注文を受け 

てから最短 14 日（時期により変動）でお届けします。 

仕上がった商品は受注店舗での受け取りとなります。 

アフターフォロー 採寸時よりサイズ変化があった場合は無料で微調整します。（1 年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料②】 

■オーダースーツ購入までの流れ 

■WEB サイトを 9 月 18 日（水）にオープン 

 

『クオリティオーダー・SHITATE』の WEB サイトを 9 月 18 日（水）の 13：00 にオープンします。 

このサイトでは、ブランドコンセプトや生地バリエーション、購入までの流れなど、今回のオーダー

スーツブランドの詳しい内容を掲載し、ブランドの認知度向上を図っていきます。また、このサイト

から来店予約をすることができます。 

◇サイト URL：https://www.qo-shitate.jp/ 

 

WEB サイトのトップ画面 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

店舗名 所在地

大谷地本店 北海道札幌市

錦糸町南口店 東京都墨田区

池袋東口総本店 東京都豊島区

銀座本店 東京都中央区

新宿東口店 東京都新宿区

新宿西口店 東京都新宿区

馬事公苑店 東京都世田谷区

荻窪駅前店 東京都杉並区

北千住店 東京都足立区

横浜青葉台店 神奈川県横浜市

横浜西口店 神奈川県横浜市

川崎モアーズ店 神奈川県川崎市

栄広小路店 愛知県名古屋市

京都河原町店 京都府京都市

梅田本店 大阪府大阪市

ヨドバシ梅田店 大阪府大阪市

なんば店 大阪府大阪市

あべの店 大阪府大阪市

福山本店 広島県福山市

天神国体道路店 福岡県福岡市  

【参考資料③】 

■導入店舗の一覧（10 月 7 日から順次導入） 

＜洋服の青山：20 店舗＞ ＜ザ・スーツカンパニー：56 店舗＞ 

■想定される利用目的 

・いつも利用する近くのスーツ店で気軽にオーダースーツを作りたい方。 

・“手ごろ”な価格で自分だけのオリジナルスーツを作りたい方。 

・記念行事用などに特別な 1 着がほしい方。 

・スポーツ経験などで既製スーツのサイズ感では満足できない方。 

など 

■毎シーズン（年 2 回）、すべての生地を入れ替える 

一般的なオーダーメイドスーツでは、買い付けた生地は使い終わるまで継続して受注するのが通例となります

が、『クオリティオーダー・SHITATE』では春夏シーズンと秋冬シーズンの年 2 回に、すべての生地を    

新しいものに入れ替え、常に鮮度の高い最新トレンドの生地を取り揃えていきます。 

店舗名 所在地

横浜西口店 神奈川県横浜市

ラゾーナ川崎店 神奈川県川崎市

ららテラス武蔵小杉店 神奈川県川崎市

ミスターマックス湘南藤沢店 神奈川県藤沢市

ららぽーと海老名店 神奈川県海老名市

ららぽーと湘南平塚店 神奈川県平塚市

相模大野ステーションスクエア店 神奈川県相模原市

静岡店 静岡県静岡市

名古屋栄店 愛知県名古屋市

香林坊東急スクエア店 石川県金沢市

ピエリ守山店 滋賀県守山市

京都ヨドバシ店 京都府京都市

梅田店 大阪府大阪市

なんば店 大阪府大阪市

あべのキューズモール店 大阪府大阪市

ららぽーとEXPOCITY店 大阪府吹田市

ららぽーと和泉店 大阪府和泉市

くずはモール店 大阪府枚方市

神戸三宮店 兵庫県神戸市

西宮ガーデンズ店 兵庫県西宮市

姫路店 兵庫県姫路市

岡山店 岡山県岡山市

イオンモール倉敷店 岡山県倉敷市

RiM-f福山店 広島県福山市

広島店 広島県広島市

イオンモール広島府中店 広島県安芸郡

エミフルMASAKI店 愛媛県伊予郡

キャナルシティ博多店 福岡県福岡市

天神ビブレ店 福岡県福岡市

COCOSA熊本店 熊本県熊本市  

 

 

店舗名 所在地

札幌店 北海道札幌市

仙台店 宮城県仙台市

新潟ラブラ万代店 新潟県新潟市

けやきウォーク前橋店 群馬県前橋市

大宮西口店 埼玉県さいたま市

イオンレイクタウン店 埼玉県越谷市

モラージュ菖蒲店 埼玉県久喜市

新宿本店 東京都新宿区

新宿南口店 東京都新宿区

飯田橋店 東京都新宿区

渋谷店 東京都渋谷区

銀座本店 東京都中央区

日本橋店 東京都中央区

新橋店 東京都港区

田町西口店 東京都港区

ヨドバシAkiba店 東京都千代田区

池袋東口店 東京都豊島区

アルカキット錦糸町店 東京都墨田区

グランデュオ蒲田店 東京都大田区

吉祥寺店 東京都武蔵野市

府中ル・シーニュ店 東京都府中市

ららぽーと立川立飛店 東京都立川市

町田店 東京都町田市

八王子北口店 東京都八王子市

ららぽーと柏の葉店 千葉県柏市

柏モディ店 千葉県柏市  


