洗練された雰囲気と
貫禄を併せ持つ
オンリーの真価が発揮された特別企
画 の3ピーススーツ。 素 材はウール
50％、ポリエステル50％。化繊を用
いることによって防しわ性と強度を高
め、なおかつ滑らかで豊かな風合いを
実現。細めのラペルやナチュラルショ
ルダー、そしてシャープなシルエットが
特徴の「マンハッタン」モデルで、ベ
ストの存在感が品格を醸し出す。ブ
ルーグラデーションのコーディネート
には清潔感があり、洗練された印象
に導く。3ピーススーツ¥28,000、シャ
ツ¥3,800、ネクタイ¥5,500、チーフ
¥1,900、バッグ¥18,000

ビジネスマンが
オンリーの
ワードローブを
支持する理由
「お客様が満足するほかにはない
一着をつくり、喜んでもらいたい」
テーラーをルーツとするオンリーの名には、
そうした思いが込められている。
今年8月、株式会社オンリーは
東証一部上場を果たした。
その記念としてつくられた特別企画の
3ピーススーツを筆頭としたワードローブを
通して、オンリーがビジネスマンに
支持される理由を探る。

オンリーが
全ビジネスマンに提案する、
適正価格のスーツ
適正価格を実現できる理由

1 顧客本位の姿勢
2 自社工場を構える
3 バーゲンをしない
オンリーのスーツはこうしてつくられる

オンリーは佐賀県武雄市に自社工場「オンリーファクトリー」を構え
ている。オーダースーツはすべてこの工場で縫製し、その数は年間約
2万着にも及ぶ。手仕事が必要な工程を大切しながら、無駄を省い
たシステマティックな流れを試行錯誤のうえで構築し、コストダウンを
実現する。既成のスーツは海外に生産拠点を置くが、
自社工場の「オ
ンリーファクトリー」で培われた技術を導入することによって徹底的に
品質を管理し、スーツの出来栄えを支えている。

店頭で吊るされたスーツからだけでは伝わ
らないことがある。オンリーのスーツはどの
ような背景でつくられているのか。はじまり
は１９７６年に京都で開業したオーダー紳士
服店に遡る。社長の中西浩一はテーラーとし
て長年、お客様一人ひとりにスーツを仕立て
てきた。１９８３年には日本紳士服技術コン
クールにおいて最高位の「高松宮技術奨励賜
杯賞」を受賞。オンリーが“着用時満足”を
掲げ、顧客本位の姿勢を貫くのはテーラーが
原点であり、名うての職人がトップにいるか
らこそ、できることである。
オンリーはスーツを筆頭とするワードロー
ブの価格にもこだわりがある。
「適正価格で
お客様にお届けしたい」
。それも顧客本位の
姿勢のひとつ。佐賀県武雄市に自社工場「オ
ンリーファクトリー」を構えているのも、そ
の実現のためである。そこでは現在でもオー
ダースーツの製作をはじめ、新商品の開発や
パターンの監修などを行い、その技術的な支
えが品質の向上と安定をもたらす。さらに、
合理化したシステムを構築することによっ
て、無駄を省き、スーツを適正価格で提供
することに貢献。また、
「オンリーファクト
リー」は海外にある生産拠点への技術指導の
面でも大きく存在意義を発揮する。
全国に自社店舗を数多く構えていること
もオンリーの顧客本位の表れ。対面でお客
様に接するスタッフは専門知識を有し、で
きる限り、着る人の職種やライフスタイル、
用途を勘案して、最良の一着を選び、提案
する。マンツーマンでスーツを仕立てるテー
ラー出身であることの矜持といえるだろう。
そして、オンリーはバーゲンを見越した価
格の上乗せをしない。適正価格に対する真
摯な姿勢だ。
今年８月、株式会社オンリーは一部上場を
果たした。適正価格で一人ひとりに満足して
もらえるオンリーワンのスーツづくりは、こ
れからも続いていく。

SUIT ¥38,000

SUIT ¥28,000

オンリーが開発した中空糸ウールを用いたファブ
リックの3ピーススーツ。中空糸は糸の中に空気
をため込むことにより、ウォーム感に優れ、伸

この3ピーススーツもオンリーが総力を結集し
た特 別 企 画 品。 通 常よりも原 価 率を下げた
¥28,000の値打ちある価格でラインナップ。素

縮性も備える。さらに、しわになりにくく、軽量
であることも特性。ストライプを配したネイビー
は品格が高く、小紋柄のネクタイを合わせたV

材はウール50％、ポリエステル50％で、ハリの
ある仕立て映えが優れたファブリック。グレン
チェックの柄やベストが洒脱で、英国紳士のよ

ゾーンがビジネスマンのプレステージを上げる。
3ピーススーツ¥38,000、シャツ¥3,800、ネクタ

うな凛々しさを印象付ける。グリーンのネクタイ
をアクセントに。3ピーススーツ¥28,000、シャツ

イ¥7,800、チーフ¥3,800

¥4,800、ネクタイ¥5,500、チーフ¥3,800

正統派英国スタイルを意識した組み合わせ
特別企画のコストパフォーマンスが高い3ピーススーツ。プレゼンテー
ションやパーティに臨むときだけにベストを活用するという着まわし
もおすすめ。ウール50％、ポリエステル50％のオンリーが開発した
ファブリックは防しわ性や強度が高いため、ビジネストリップにも適す
る。明るめのネイビーストライプが洗練された印象。3ピーススーツ
¥28,000、シャツ¥4,800、ネクタイ¥5,500、チーフ¥3,800

正統派でありながら
モダンなスーツ

都会的でモダンな
ビジネスマン像
チェンジポケット採用の新モデル「マ
ンチェスター」のスーツ。柔らかな肩
まわりで、さらに肩、腕のフィット感
を高め、ウエストのシェイプを効かせ
たモダンな英国スタイルを体現する。
素 材はウィンタートロピカルウール
100％。太めの糸を平織りにしたウォー
ム感のあるファブリックを使用。グレー
ストライプのスーツには誠実さも表れ

周りから一目置かれるスタイリッシュさ

る。スーツ¥28,000、シャツ¥4,800、

ベストを加えた3ピーススーツには重厚なイメージを持つ人も多い。しかし、オンリー提案の3ピーススー
ツはハイウエストでタイトフィットなシルエットにより、モダンなイメージ。明るいトーンのネイビーも軽や
かさを後押しする。これは中空糸のファブリックで機能面も頼りになる。3ピーススーツ¥38,000、シャツ
¥4,800、ネクタイ¥5,500、チーフ¥3,800、シューズ¥16,000バッグ¥18,000

ネ ク タ イ¥5,500、 チ ーフ¥1,900、
シューズ¥16,000バッグ¥18,000

小物も充実のラインナップ

SHOES ¥16,000

BAG ¥18,000

MUFFLER ¥9,800

TIE ¥5,500

スペインのシューズブランド、メルミンとコラボレー

コストパフォーマンスが優れたブリーフケース。高級

イタリア製のアクリルを用いたマフラー。70 100cm

ビジネススタイルにおいて季節感の表現しやすいアイ

ションしたストレートチップシューズ。正統派のデザ
インがスーツの品格を高める。価格を圧倒的に上回
る品質との評判で、リピーターが多い。

感のある艶やかな型押しのレザーを使用し、傷もつ
きにくい。ショルダーストラップ付属の2ウェイ仕様。
サイズは縦00 横00 幅00cm。

の大判だがアクリルならではの軽さで、磨耗や引っ
張りに強く、耐久性に優れる。発色が美しく、ネイ
ビー、グレーのほか、ブラウンも展開。

テムがネクタイ。これは豊かな膨らみのウール製で
冬の着こなしにふさわしく、Vゾーンに洒脱感が加わ
る。ギフト用としてもおすすめ。

コートもデザイン、素材、
仕立ての三拍子が揃い、
適正価格だから人気
オンリーのスーツづくりの姿勢はコートにも受け継がれている。
今シーズンはトレンドのクラシック回帰の流れを受け、

正統派のコートをラインナップ。高品質に対する価格が人気のゆえん。

正統派のコートが着こなしを格上げする
ビジネススタイルに品格をもたらすのがチェスターフィールドコート。ビーバー仕上げのファブリックが
高級感をもたらす。着丈はやや短めの設定のため、軽やかで足さばきも良好。3ピーススーツに羽織
れば、紳士的な着こなしが完成する。温かみのあるブラウンのマフラーをアクセントにして。コート
¥28,000、スーツ¥28,000、シャツ¥3,800、ネクタイ¥5,500、マフラー¥9,800、バッグ¥18,000

MOBILE ONLY CLUB

COAT ¥28,000

COAT ¥28,000

正統派のチェスターフィールドコートは、今シーズン

ダブルブレストのトレンチコート。一見、無地のよう

のトレンドとしても注目のデザイン。なかでもダブルブ
レストはクラシックなイメージ。オンリーではウールに
カシミヤとアンゴラを混紡し、ビーバー仕上げで起毛
感を出した上質なファブリックを使用。キャメルカラー
はエレガントで、オンとオフの兼用もできる。

だが実はうっすらとヘリンボーン柄が入っている。ま
た、エポーレットをつけず、ミリタリーディテールを最
小限にすることでビジネススタイルに適したドレッシィ
なイメージに。ファブリックの裏面には特殊樹脂のラ
ミネート加工を施して、防風性をアップ。

SHOP LIST

初回のお買い物が5%OFF

ONLY日比谷店

会員登録(入会金・年会費無料)で初回の
お買い物に使えるクーポンをプレゼントします。

東京都千代田区有楽町1-5-2

半年に一度、お買い上げ金額に応じて、
7%のボーナスクーポンをお送りします。

お誕生日プレゼント（メルマガ登録会員限定）

※一部プレゼント対象外の商品があります。
お誕生日より28日間マイページに表示されます。

ONLY BRAND SITE
http://only.co.jp

最新のブランドニュースやショップ
ニュースをご覧いただけます。
商品紹介やコーディネートを
ご紹介するブログも更新中！

ONLY
北海道
札幌エスタ店
札幌大通り店
札幌南2条店
宮城
仙台広瀬通店
東京
日比谷店
赤坂店 03-3505-3190
新宿マルイアネックス店

011-208-5450
011-219-6701
011-251-3663
022-266-5103
03-3539-1167
03-3225-7276

ONLY PREMIO
東京
東急百貨店本店

03-3476-6101

The @ SUPER SUITS STORE

ONLY ONLINE STORE
http://ec.only.co.jp

オンラインストアで
ご購入いただけます。
MOBILE ONLY CLUBに
会員登録で送料無料！

大阪府大阪市北区梅田3-1-3

東宝ツインタワービル2F
（東京メトロ日比谷駅A5出口より
徒歩1分）
03-3539-1167
営業時間 11:00〜21:00

ボーナス還元

スーツお買い上げで、シャツ・ネクタイを
スタッフがコーディネートして進呈いたします。

ONLYルクア店

東京
上野マルイ店
神奈川
丸井川崎店
マルイファミリー海老名店
埼玉
かわぐちキャスティ店

03-5818-3498
044-246-2849
046-231-7257
048-252-2444

ルクア7F
（JR大阪駅ノースゲートビルディ
ング直結、各線梅田駅からすぐ）
06-6151-1338
営業時間 10:00〜21:00

渋谷店 03-3476-5230
日本橋店
淡路町店
池袋マルイ店
愛知
名古屋駅前店
名古屋広小路店
京都
四条烏丸店
イオンモールKYOTO店
イオンモール京都桂川店

075-256-7807
075-661-2114
075-932-1024

大阪
ルクア イーレ店
ららぽーとEXPOCITY店

06-6151-1417
06-4864-2245

静岡
静岡駅前店
イオンモール浜松市野店
愛知
栄店
イオンモール熱田店
mozoワンダーシティ店
京都
京都北山店

03-3510-6740
03-5294-3001
03-3984-8051
052-533-7216
052-262-6060

054-251-2330
053-467-2203
052-0973-0657
052-884-0233
0 52- 5 0 5 -220 3
075-705-2206

大阪
ルクア店
淀屋橋店
クリスタ長堀店
天王寺ミオ店
兵庫
神戸三宮店
広島
広島店
福岡
天神国体道路店
福岡
博多マルイ店
大阪
肥後橋店
なんばCITY店
岡山
岡山店 086-226-2682
福岡
チャチャタウン小倉店
天神昭和通店

06-6151-1338
06-6201-5308
06-6282-2235
06-6770-1097
078-222-2029
082-243-8845
092-725-3119

092-577-1745

06-6459-6012
06-6644-2401

093-512-5120
092-721-2929

※掲載商品の価格はすべて消費税を含まない本体価格表示です。掲載商品は一部の店舗で、お取り扱いがない場合がございます。

