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今年の夏は“おうち浴衣”で涼しく華やかに

14 ブランドから全 16 種類の新作浴衣を発売
～神田沙也加・小嶋真子が手掛ける浴衣も登場～
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：立花隆央）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：阿部和則）は、展開する 14 ブランドから全 16 種類の新
作浴衣を発売いたします。自社 EC サイト「STRIPE CLUB」「CAN ONLINE SHOP」では 6 月 11 日（木）から、店頭
では 6 月 12 日（金）から販売いたします。

当グループでは、若い世代にもっと和装に親しんでほしいという思いから 2016 年より、毎年新作浴衣を販売して
います。今年は新型コロナウイルスの影響により、多くの夏のイベントが中止となりました。ご自宅で過ごす時間が
増える時だからこそ、日本の伝統的な夏の日常着であった浴衣を“おうち時間”に提案。話題のオンライン飲み会
や近隣への散歩、ご自宅での夕涼みなど、“おうち浴衣”で涼しく華やかに夏の“おうち時間”を満喫してみてはい
かがでしょうか。
新作浴衣は、椿や桔梗などの古典的な花をモチーフとした柄やツバメやネコが愛らしいユニークな柄、夏らしい
清涼感のある色使いなどバリエーション豊かにご用意。また、今回は「Maison de FLEUR Petite Robe canone」の
コンダクターを務める神田沙也加さんと「haluhiroine」を手掛ける小嶋真子さんもそれぞれのブランドで浴衣を監修。
お二人の個性が溢れるオリジナルデザインに仕上がりました。どの浴衣も写真や動画映えするラインナップですの
で記念撮影にもおすすめです。
あわせて、ファッションサブスクリプションサービス「MECHAKARI（メチャカリ）」でも、6 月 11 日（木）より新作浴衣
のレンタルも開始。すでに浴衣をお持ちの方も、レンタルを活用して洋服のように気分に合わせて楽しんでくださ
い。さらに、ダイバーシティの観点からサイズ展開を増やした浴衣も制作し、プレゼントキャンペーンを実施します。

■浴衣販売概要
E C 発 売 日 ：6 月 11 日（木）12：00～
店 頭 発 売日 ：6 月 12 日（金）
販 売 場 所 ：自社 EC サイト「STRIPE CLUB」（https://stripe-club.com/cts1/2020_yukata_collection.html）
「CAN ONLINE SHOP」（http://www.canshop.jp/）※CAN ONLINE SHOP は 11 日(木) 12 時公開
全国のストライプインターナショナル/キャンの各店舗 ※一部店舗を除く
※「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。
※「MECHAKARI」では、6 月 11 日（木）12 時よりレンタルを開始いたします。（LEBECCA boutique は対象外）
■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

E hyphen world gallery

商品名：TSUBAKI YUKATA

商品名：YABANE YUKATA

商品名：あさがお柄浴衣

カラー：Ivory/Navy

カラー：Ivory/Navy

カラー：Blue/Gray

真紅の椿が華やかで、ちょっぴり大人な雰

大正ロマン風の矢羽根柄にブーケを散り

夏らしく可愛らしい朝顔をくすみカラーで

囲気漂うレトロモダンの浴衣です。

ばめたレトロモダンな可愛い浴衣です。

表現し、大人顔に仕上げました。
※EC サイトのみでの販売です

Green Parks

YECCA VECCA

AMERICAN HOLIC

商品名：流れる天の河と紫陽花の浴衣

商品名：線画花柄浴衣

商品名：桔梗柄浴衣

カラー：Gray

カラー：Ivory/Navy

カラー：Gray/Blue

七夕を連想させる天の川を背景に、繊細な紫陽

線画タッチで描かれた、大人モダンな花柄

古くから親しまれている桔梗柄が大人の雰

花を取り入れた清涼感あるデザイン。上品な色

浴衣。蜂巣織の帯とシックな色味の下駄

囲気を演出。麻のような質感のプリントも素

使いで大人な雰囲気に仕上げました。

で、上品&華やかな印象に。

材を立体的にみせ上品な仕上がりに。

Maison de FLEUR

Maison de FLEUR Petite Robe

商品名：巴里のリボン浴衣

商品名：巴里のブーケ浴衣

カラー：Red/Light Pink

カラー：Light Pink/Red

ブランドアイコンのリボンの柄に小花をちりば

ブランドアイコンのローズブーケをリボンで束

めたデザイン。フレンチシックな柄は、ヴィン

ねたオリジナルの柄。日本の和装をパリテイ

テージファブリックからイメージしました。

ストでデザインし、他にはない仕上がりに。

●Samansa Mos2

●ehka sopo

●Melan Cleuge

商品名：山葡萄とツバメの縦縞柄浴衣

商品名：ストライプ椿柄浴衣

商品名：波ストライプ チラ見ねこ柄

カラー：Mint

カラー：Red/Green

カラー：Mocha/Blue

爽やかなミント色の縦縞に Samansa Mos2 らしい

鮮やかな配色のストライプと椿モチーフが

波ストライプ柄から 2 匹の猫たちがチラッと覗

レースや山葡萄、ツバメを描きました。可愛らしさ

レトロな浴衣。帯はガーリーで優しい色味

く、遊び心のあるデザイン。可愛らしい柄な

と粋な雰囲気を感じられるデザイン。

を合わせブランドらしいデザインに。

がらもシックな色使いで大人な印象に。

●Te chichi

●Lugnoncure

商品名：手書き牡丹柄浴衣

商品名：幾何柄浴衣

カラー：Lavender/Sax

カラー：Mint/Navy

フェミニンで柔らかな雰囲気を手描き牡丹

菊の花びらを幾何学柄のように描いたデ

柄で表現。帯の折柄がさりげない華やか

ザイン。落ち着いた大人の女性を演出し

さをプラスします。

てくれます。

≪浴衣三点セット（浴衣・帯・下駄） 9,800 円+税≫
【神田沙也加さん監修】
Maison de FLEUR Petite Robe canone

【小嶋真子さん監修】
haluhiroine

商品名：果音 葡萄浴衣

商品名：花こもん浴衣

カラー：Navy/Sax

カラー：Mocha/Ivory

『瑞々しい赤ぶどうと白ぶどうに、canone エンブレム

『haluhiroine からブランド初の浴衣が登場！どこ

がアクセントのオリジナル柄です。

か優しく儚くも、凛とした女性をイメージして。

ジューシーさはそのまま、くすみカラーで可愛くなり

haluhiroine が提案するのははらはらと自由に舞

すぎない果実柄の浴衣を作りたいと思いました。

うお花を贅沢に表現し、着る人にそっと寄り添

和のものなので、その名前も「果音」で始まっていま

い、魅力を引き立てる浴衣です。 』

す。 帯も下駄も合わせてのカラーコーディネートが

by 小嶋真子

完成しているので、着るだけでぶどうと大人の香り
の漂う、アンニュイな浴衣美人になれますよ。』
by コンダクター神田沙也加

≪浴衣二点セット（浴衣・帯） 10,000 円+税≫
LEBECCA boutique ※LEBECCA boutique のみ、先行で販売を開始しております

商品名：想いをまもる手描浴衣
カラー：Red
江戸時代に実在した服装文化から着想を
得た今作。キキョウ・菊・萩・すすきなど、先
の季節を描く江戸時代にみられた手法を
用いたデザインです。

■「別注サイズ浴衣」プレゼントキャンペーン
「Instagram フォロー&いいね」キャンペーン
社内外でダイバーシティを推進してきた当社は、「男女」で色や柄がはっきりと分かれている浴衣に疑問を感じ、社
員の声をもとにサイズ展開を広げた別注サイズ浴衣 ※を企画しました。トランスジェンダー活動家の杉山文野さん
とトランスジェンダーで女優としても活躍している西原さつきさんに浴衣を着こなしていただいた写真
をストライプインターナショナルダイバーシティプロジェクト公式アカウント「famiro_stripe」へ 6 月
10 日に投稿します。フォロー&いいねしていただいた方の中から抽選で別注サイズの新作浴衣をプレゼン
トいたします。キュートやシックな柄も性別や体型に関係なく自由に、夏のおしゃれをお楽しみください。

実 施 期 間 ：6 月 10 日（水）～6 月 21 日(日）
ア カ ウ ン ト ：「famiro_stripe」
（https://www.instagram.com/famiro_stripe/）
結 果 発 表 ：当選者の方には、Instagram のメッセージにて
ご連絡いたします。
※別注サイズの浴衣の販売はございません。

＜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
public-info@stripe-intl.com
TEL：03-3524-1502

FAX：03-3524-8341

