施した︵今9月1日から
営業開始︶︒

コ入れも行なった︒

ね鍛えてきた︒今年で2

コロナ禍で思うよう 年目に入り︑稼働状況は

に販売できない状況の 非常に順調︒一人ひとり

いていたが︑それでは店

新像千葉センター
開所清祓い

ュリー

もと︑生産現場を休ませ の技術レベルもアップし

頭への納期スピードが りに対するヤル気・熱意・

ることで凌ぐ状態が続 た
︒

ロナ対策など働く珊境

広さも十分である︒コ

って︑今8月から︑親場 るが︑こうした前向きな

落ちるという懸念もあ 活気を感じるところであ

取締役社長

﹁
1998年に紳士圏

を良くするため︑空気

︒
旧・千葉センターは︑ る
化に伴う迅速物 業界では両期的と称賀さ

を綺麗にしながら床を

せ︑短納期需要に対応で で最も菫要なファクター

を2班に分けて稼働さ 姿勢・意識は︑生産現場

若いワーカーらの物作

めの機能に特化 ステムを確立し︑同年に

流を実現するた れた1週間納期のQ Rシ

入れ︑またアンテナシ

除菌する自動掃除機を

グループのネットワーク

年に竣工︒ 3
0年 場に設置︒一昨年には弘

して︑ 1989 店頭直接の窓口を弘前工

である︒

紳士胴作り勉強会への

は︑千葉ニュータウン ッシュアップして併設

が︑稼働人貴が半分にな 子園﹄への協賛を継続的

組んできたことである 参加や﹃ファッション甲

ムが発生しないように させ︑働く意欲を盛り上

プが欠かせない︒クレー ントも収束の暁には復活

コロナ対策として取

中央駅前の商業施設 する︒人員や機能︑業務

に実施し︑またコロナ禍

きる体制とした︒

間︑グループの トリー化を終えている︒

内にあるワンフロア は旧センターと同じ

で中止している社内イベ

ョップの直営店もブラ

生販一体システ 7年前から千葉センター

人ひとりの熟練度アッ

新・千葉センター

ムは時代変化に の機膨を徐々に弘前工場

ペースに移転した︒

1815平方認のス で︑迅速対応の物流体 ると︑多能エの増頼や一

が経過し︑その 前工場のスマートファク

合わせて進化し ヘシフトさせ︑千葉には

移転を追めるなか︑

制も維持できる︒
続けており︑近 必要な機彫だけを残し いる﹂︵同︶︒

も使い勝手が良く︑通 主力の弘前工場をはじ

コンパクトながら
据えて1990

勤等にはとても便利︒ めとする生産視場のテ

千葉センターの移転
年に竣工した弘 なかでの必然の組み換え 中央南1丁目8番 千 葉

デジタル化を促進した ︵移転先 11
千葉瞑印西市
前工場を軸にし である﹂︵センチュリーグ ニュータウン中央駅前セ

︒
年は︑将来を見 た
セ ン チ ュ リ 的に︑千葉限印西市にテ

レス︒検査︑着分生地の 年︑グループのデジタル

店頭への出荷などの機鮨 化を終えた段階で予定し

のレコメンド︵推奨︶を るポリエステル素材の軽

ー化︑グループ全体の労 で見送っている︒今年度

実験的に数店舗導入し くてストレッチが効いた

移管理などにおけるペー はワクチン接椰が進んだ

場のスマートファクトリ 大で物流が止まった影響戸
の感性を取り入れる開 弾化する︒見て触って試

特化を進め︑一方︑弘前工 ていたが︑コロナ感染拡

発レコメンドを︑次の段 着できることを訴求ポイ

パーレス化のためのデジ こともあり︑紳士胴マー

実践してきたが︑スタイ リラックス感のあるスー

として︑フロア構成を

タートさせ︑打ち出す予 ナーに設置しアピールす

階として今下期からス ントとし︑目を引くコー

ル︑シルエットもお客様 ツ︑セットアップ訴求を

紳士婦人からライフス

施した︒
システ

青森・黒石工場のリニュ
ーアルも実施し︑グルー

パターン開発︑総膀を

また︑移転先の千葉セ

る
︒
販売できる受注システ ンターに併設するオーダ

プの末来を決定づける新

〗し、着分生地のデリ

商品知識がなくても

定である︒

タイル提案型に変える
動きもある︒コロナ禍
アフターコロナを思い

ム︑販売員に代わるA I ーショップにも力を入れ

たな生販一体システムに

で集客力が落ちたが︑
紳士オーダースー 描けば︑差別化された

ということで開発に取 て取り組んでいく︒

ツは参入するメーカ モノ・コトの提供は必

バリー︑既製品の店舗へ
﹁多額なデジタル投資 のデリバリーの補完︵数

進化させた︒
差別化政策としてA が︑こんどはバージョン 0円の工場直販オーダー

は人手不足を補い︑人や 千鶉規模︶︑シーズン入れ

2着で税込3万980
アップしたレコメンド スーツを打ち出し︑オー

高い鮨力を必要とすると 替えなどの店舗への配送

組んできたものである

ダーシャツやオーダー靴

ーが増え︑マーケット 須となる︒
が激化︒低価格化も進 Iを搭載した﹁感性デ

で︑当社から販売スタッ

ころに過軍をかけられる ほか︑中国から輸入され

ではパイの奪い合い

み︑流れに鍬み込まれ ジタルビスポーク﹂︵関

フを派遣している売り の取り扱いも検討して多
てしまう危うさがあ

ようにして︑ワーカーの たオーダー製品のプレス
・店舗へ
に仕掛けていく︒将来的
より︑スピードと品質の

的︒そしてデジタル化に

場の差別化を図りたい くの人を取り込めるよう
にはサイトともつなげる

テュート長田典子教
では︑リモートワークで

性価値創造インスティ

を

デジタルファッシ

レベルアップが成功して

るコロナ対策にも

リーグループにはパター

は︑命を守り企業
が
加速する可鮨性もあ
の信用にもつなが る
︒

大切とするセンチ にある︒梅外生産のダメ
ュ リ ー グ ル ー プ ージが大きく︑国内回婦

一方︑企業にと ン開発︑短納システムに
って﹃人﹄が一番に 対するニーズが増加傾向

る
︒

だわり︑しっかり
コロナ禍で市場が醗と
と 構 え て 連 営 す んとするなか︑センチュ

設︒自前ながらも 5 %︑黒石工場で同7
3%
店装︑品揃えにこ が
︑8月に終えている︒

トリー﹂ (9月末オ ている︒接糧率は高く︑弘
ープン予定︶も併 前工場で全従業員の7
8
.

ーショップ﹁オー ン接種を推奨しクラスタ
ダースーツファク ー対策を徹底的に実施し

さらに2
5坪ほど 周知に向け︑ガイドライ
の工場直販オーダ ンも作製︒今年はワクチ

物流システム 建設した現・千葉センタ
た事業連常体制 ループ︒森本尚孝代表取
ネットワークをつなぎ直 生産を行ない配布︒自治
スリーピースコレクション
に 変 わ っ て い 締役︶︒
の効率化を目 ーの移転を︑今8月に実
し︑クラウド化するなど 体にも寄付した︒
千葉センターは︑海外
非常に大掛かりな作業を
また︑手洗いやうがい︑
から輸入された製品のプ ンタービル2階︶は︑一昨 る ︒ て は ︑ 太 容 量 の サ ー バ ー
使い新しい売り方︑生地 韓用ニーズが高まってい
行ない︑受け皿を拡充し マスク着用︑除菌などを
システムの移動においに入れ替え︑事業所間の ている︒
徹底して実践し︑従業員

シミュレーションを重 げていきたい︒

ーグループは︑ クニカルセンターとして

‑

タル投資を実行︒また︑ 2 ケットが動き出すタイミ
015年に子会牡化した ングを述さないために実
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