2015 年 3 月 23 日

イトーヨーカ堂のファッションへの新たなる挑戦！

新ブランド『リミテッドエディション デイリーモード』
3 月 25 日（水）に誕生！
～当社初、百貨店とのグループシナジーによるファッションＰＢ～
イトーヨーカドーは、2015 年 3 月 25 日（水）より、新しいファッションプライベートブランド（PB）
『リミテッドエディション デイリーモード』を、イトーヨーカドー約 50 店舗で順次展開いたします。
『リミテッドエディション デイリーモード』は、イトーヨーカ堂のファッションへの新たなる挑戦とし
て、誕生した新ブランドです。昨年より、そごう・西武との共同開発の取り組みの中で、百貨店の持つ
高いファッション性と、GMS（総合スーパー）が持つ上質素材調達力や SPA（製造小売）生産力等を融合
させ、商品開発を進めてまいりました。Y シャツや肌着等、単品での商品開発からさらにレベルアップさせ、
共通のトレンド・ディレクション情報をもとに商品を開発し、さらには接客サービス、売場環境、販促等、
ハード面はもちろんソフト面においてもこれまで以上に両社で意見を交換、ノウハウを共有し、百貨店
クオリティーの商品をトータルコーディネートで提案・販売してまいります。
セブン＆アイグループでは、これからもグループシナジーによる共同開発を通じて、今後もお客様を
魅了する、ここでしか買えない、上質でこだわりの詰まった独自商品の開発をさらに強化してまいります。

【新ブランド概要】
■ブランド名 ：リミテッドエディション デイリーモード
■発売日
：2015 年 3 月 25 日（水）より順次展開
■展開店舗
：イトーヨーカドー武蔵境店、グランツリー武蔵小杉店等
約 50 店舗予定（当初）
■売場面積(㎡)：約 30～40 ㎡（平均）
■アイテム数 ：約 100 品番 500SKU（1 シーズン）
■展開サイズ ：M・L サイズ（一部 S・M・L サイズ）
■中心価格
：アウター12,000 円、カットソー4,900 円、
（全て税抜)
シャツブラウス 4,900 円、ニット 5,900 円、
ワンピース 7,900 円、パンツ 5,900 円、
スカート 6,900 円

ファッション市場では高いニーズながら、現在、当社取り扱いが手薄であった「上質で洗練された
ハイコモディティー（日常着）」をコンセプトに、コーディネートしやすいシンプルなデザインであり
ながら、単純なベーシックではなく、体に密着しないストレスフリーなシルエットや細部のディテール
にこだわった、上質で着心地の良い商品に仕上げました。

以上

【ご参考】 イトーヨーカ堂×そごう・西武の共同開発商品 リミテッドエディション IY コラボについて

2014 年の 8 月下旬よりスタートしたイトーヨーカ堂とそごう・西武の共同開発 PB『リミテッドエデ
ィション IY コラボ』シリーズは、両者それぞれの強みとスケールメリットを活かし、素材や製造
工程にもこだわった品質の高い商品で、共同での開発だけでなく、販売にまで取り組むものです。

①婦人肌着（※シーズン商品により、袖なしタイプは 2014 年 12 月 31 日、
半袖シャツは 2015 年 3 月 16 日にて一旦発売終了）

発売日
販売店舗
販売価格
アイテム数
展開サイズ

：2014 年 8 月 14 日～順次発売
：イトーヨーカドー150 店舗／そごう・西武 22 店舗
：1,790 円（税込 1,933 円）
：2 型各 3 色
：3 サイズ（M／L／LL）

②婦人ストッキング
：2014 年 9 月 27 日～順次発売
：イトーヨーカドー91 店舗／そごう・西武 24 店舗
：着圧ストッキング（25D）500 円（税込 540 円）
着圧シアータイツ（30D、40D）各 700 円（税込 756 円）
アイテム数 ：3 型各 4 色
展開サイズ ：2 サイズ（M／L）
発売日
販売店舗
販売価格

③紳士 Y シャツ
発売日
販売店舗
販売価格
アイテム数
展開サイズ

：2014 年 11 月 27 日～順次発売
：イトーヨーカドー135 店舗／そごう・西武 21 店舗
：4,900 円（税込 5,292 円）
：1 型各 3 色
：50 サイズ

④紳士ネクタイ
発売日
販売店舗
販売価格
アイテム数

：2015 年 1 月 31 日～順次発売
：イトーヨーカドー135 店舗／そごう・西武 22 店舗
：4,900 円（税込 5,292 円）
：6 型各 2 色

⑤紳士肌着
：2015 年 1 月 29 日～順次発売
：イトーヨーカドー110 店舗／そごう・西武 22 店舗
：2 分袖シャツ（U 首、V 首）1,590 円（税込 1,717 円）
ボクサー1,490 円（税込 1,609 円）
ロングボクサー 1,590 円（税込 1,717 円）
アイテム数 ：4 型各 2 色
展開サイズ ：4 サイズ（S／M／L／LL）
発売日
販売店舗
販売価格

⑥婦人ストッキング（新規）
：2015 年 2 月 26 日～順次発売
：イトーヨーカドー90 店舗／そごう・西武 24 店舗
：着圧ストッキング（足首、ふくらはぎ着圧）各 600 円（税込 648 円）
柄ストッキング 600 円（税込 648 円）､800 円（税込 864 円）
ひざ下ストッキング 400 円（税込 432 円）､500 円（税込 540 円）
アイテム数 ：着圧ストッキング：2 型各 3 色
柄ストッキング：7 型各 2 色
ひざ下ストッキング：3 型各 2 色
展開サイズ ：2 サイズ（M／L）
23－25cm（ひざ下タイプ）
発売日
販売店舗
販売価格

