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中嶋修一

株式会社GOVリテイリング 代表取締役社長　

「ケタ違い5倍宣言」
～ ¥990シリーズ　秋の新作200種類 ～

ジーユーの新価格戦略第3弾

.

とは？

【コンセプト】

「自由に買う、自由を着る」

価格を気にせずファッションを｢自由｣に楽しめるブランド

商品は

●驚きの低価格

●安心品質

●旬なファッション
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2006年3月　　(株)ジーユー設立

2006年10月　千葉県市川市に第１号店オープン

2008年9月　　ファーストリテイリングの連結子会社であった　　　　　　　　
　　　　　　　　　　(株)ジーユー、(株)ワンゾーン、(株)ビューカンパニーと　　　
　　　　　　　　　　経営統合し(株)GOVリテイリングが誕生

2009年3月　　「ジーユー新価格宣言」¥990ジーンズを発表　　　　　　

2009年6月　　「ケタ違い宣言」¥990、¥490の新商品を発表　　　　　　　
　　　　　　　

これまでのジーユー

.

2009年春夏の新価格戦略

●¥990ジーンズを発売し好評を得る
年間販売目標50万本→100万本に上方修正

●¥490、¥990商品のバリエーションを拡大
夏物商品の約5割が¥990以下に
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ケタ違い5倍宣言

2009年秋冬¥990シリーズを大幅拡大

圧倒的なアイテム数

¥990シリーズのアイテム数が

前年秋冬の5倍　200種類に拡大

2009年秋冬 全商品の3分の１が¥990に

.

色柄バリエーションも大幅増

●¥990ボトムス　　
カラージーンズ21色やサルエルパンツ等、カラーとスタイルのバリエーションが豊富

●¥990シャツ 　
トレンドのチェックシャツはアウトドアやアメカジテイストなど計64色柄

●¥990ニット
秋冬のレイヤードスタイルに欠かせないウィメンズリブタートルセーター20色等

●¥990フリース 　
ユニセックスで着られるフリースは注目のネオンカラーやボーダー柄等豊富な色柄

　29種類100色柄

12種類100色柄

9種類80色柄

5種類40色柄

その他カットソー80種類、インナー45種類、グッズ20種類等

例えば・・・
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¥990シリーズ代表アイテム

.

¥990シリーズ主力商品の概要

●¥990ボトムス ●¥990シャツ、ニット、フリース

商品名 ｻｲｽﾞ カラー展開  販売開始日
ｽﾄﾚｯﾁﾌﾞﾛｰﾄﾞﾌﾞﾗｳｽ S・M・L・XL 6色 発売中
ｽﾄﾚｯﾁｷﾞｬｻﾞｰﾌﾞﾗｳｽ S・M・L・XL 4色 発売中

ｳｴｽﾀﾝﾁｪｯｸｼｬﾂ S・M・L・XL 9色 順次発売
ﾉｰｶﾗｰﾁｪｯｸｼｬﾂ S・M・L・XL 9色 順次発売

ﾌﾞﾛｰﾄﾞｼｬﾂ S・M・L・XL 4色 発売中
ﾄﾞﾚｽｶｼﾞｭｱﾙﾄﾞﾋﾞｰｼｬﾂ S・M・L・XL 2色 発売中

ﾌﾞﾛｰﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾟｼｬﾂ S・M・L・XL 9色 発売中
ﾄﾞｯﾄﾌﾟﾘﾝﾄｼｬﾂ S・M・L・XL 4色 発売中

ﾈﾙﾁｪｯｸｼｬﾂ(ﾜｰｸ) S・M・L・XL 15色 順次発売
ﾈﾙｳｴｽﾀﾝﾁｪｯｸｼｬﾂ S・M・L・XL 11色 順次発売

ﾈﾙﾎﾞﾀﾝﾀﾞｳﾝﾁｪｯｸｼｬﾂ S・M・L・XL 20色 順次発売
ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾁｪｯｸｼｬﾂ S・M・L・XL 13色 9/21

商品名 ｻｲｽﾞ カラー展開  販売開始日
ｶｼﾐﾔﾀｯﾁﾀｰﾄﾙﾈｯｸｾｰﾀｰ(半袖） S・M・L・XL 6色 発売中

ｶｼﾐﾔﾀｯﾁﾀｰﾄﾙﾈｯｸｾｰﾀｰ S・M・L・XL 12色 発売中
ｶｼﾐﾔﾀｯﾁVﾈｯｸｾｰﾀｰ S・M・L・XL 12色 発売中

ﾘﾌﾞﾀｰﾄﾙｾｰﾀｰ S・M・L・XL 20色 10/5
ﾎﾞｰﾀﾞｰﾀｰﾄﾙｾｰﾀｰ S・M・L・XL 6色 10/5

ｶｼﾐﾔﾀｯﾁﾍﾞｽﾄ S・M・L・XL 5色 発売中
ﾘﾌﾞﾀｰﾄﾙﾈｯｸｾｰﾀｰ S・M・L・XL 6色 10/15

ﾘﾌﾞﾎﾞｰﾀﾞｰﾀｰﾄﾙﾈｯｸｾｰﾀｰ S・M・L・XL 4色 10/15
ｱｸﾘﾙﾘﾌﾞﾀｰﾄﾙﾈｯｸｾｰﾀｰ S・M・L・XL 12色 11/24

商品名 ｻｲｽﾞ カラー展開  販売開始日
ﾌﾘｰｽﾌﾙｼﾞｯﾌﾟｼﾞｬｹｯﾄ XS・S・M・L・XL 17色 9/28
ﾌﾘｰｽﾌﾙｼﾞｯﾌﾟﾊﾟｰｶ XS・S・M・L・XL 9色 9/28

ﾌﾘｰｽﾁｪｯｸｼｬﾂ S・M・L・XL 8色 11/末
ﾎﾞｱﾌﾘｰｽｼﾞｬｹｯﾄ 110-150 6色 9/28

ﾌﾘｰｽｾｯﾄ 110-150 3色 10/19
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商品名 ｻｲｽﾞ カラー展開  販売開始日

ｽｷﾆｰｼﾞｰﾝｽﾞ 58～73 1色 発売中

ﾌﾞｰﾂｶｯﾄｼﾞｰﾝｽﾞ 58～76 1色 発売中

ｽｷﾆｰｸﾛｯﾌﾟﾄﾞｼﾞｰﾝｽﾞ 58～73 1色 発売中

ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｰﾝｽﾞ 58～73 1色 発売中

ｶﾗｰｽｷﾆｰﾊﾟﾝﾂ(ﾛｰﾗｲｽﾞ） 58～70 7色 発売中

ｶﾗｰﾌﾞｰﾂｶｯﾄﾊﾟﾝﾂ 58～73 4色 発売中

ｻﾙｴﾙﾊﾟﾝﾂ S・M・L・XL 3色 発売中

ﾂｲｰﾄﾞｼｮｰﾄﾊﾟﾝﾂ 58～70 3色 10/5

ﾅｶﾜﾀﾊﾟﾝﾂ S・M・L・XL 5色 10/19

ﾅｶﾜﾀｶｰｺﾞﾊﾟﾝﾂ S・M・L・XL 3色 10/19

ﾐﾘﾀﾘｰｶｰｺﾞｽｶｰﾄ S・M・L 3色 発売中

ﾃｨｱｰﾄﾞｽｶｰﾄ S・M・L 8色 発売中

ﾚｷﾞｭﾗｰｽﾄﾚｰﾄｼﾞｰﾝｽﾞ 28～38 1色 発売中

ｽﾘﾑｽﾄﾚｰﾄｼﾞｰﾝｽﾞ  S(72)/M(77)/L(82)/XL(87)/XXL(92) 1色 発売中

ｲｰｼﾞｰｽﾄﾚｰﾄｼﾞｰﾝｽﾞ  S(72)/M(77)/L(82)/XL(87)/XXL(92) 1色 発売中

ｶﾗｰｽﾘﾑｽﾄﾚｰﾄｼﾞｰﾝｽﾞ 28/30/31/32/33/34/36 6色 発売中

ｽﾎﾟｰﾂｲｰｼﾞｰﾊﾟﾝﾂ S・M・L・XL 4色 発売中

ｽｳｪｯﾄﾊﾟﾝﾂ S・M・L・XL 19色 順次発売

ｳﾗﾌﾘｰｽｲｰｼﾞｰﾊﾟﾝﾂ S・M・L・XL 4色 10/15

ｳﾗﾌﾘｰｽｲｰｼﾞｰｶｰｺﾞ S・M・L・XL 4色 10/15

ﾅｶﾜﾀｲｰｼﾞｰﾊﾟﾝﾂ S・M・L・XL 4色 10/15

ﾌﾞｰﾂｶｯﾄｼﾞｰﾝｽﾞ 110-150 2色 発売中

ｶﾗｰﾌﾞｰﾂｶｯﾄﾊﾟﾝﾂ 110-150 4色 発売中

ｺｰﾃﾞｭﾛｲｼｮｰﾄﾊﾟﾝﾂ 110-150 4色 発売中

ｺｰﾃﾞｭﾛｲｶｯﾄﾊﾟﾝﾂ 110-150 4色 10/5

ｺｰﾃﾞｭﾛｲｽｶｰﾄ 110-150 4色 発売中

ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｰﾝｽﾞ 110-150 2色 発売中

ｶｰｺﾞﾊﾟﾝﾂ 110-150 4色 9/21

ﾅｶﾜﾀﾊﾟﾝﾂ 110-150 6色 10/12
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¥5,000以下で毎日「自由」にコーディネートが楽しめる

（例）秋冬でもトータル¥5,000以下コーディネート

フェイクファーブルゾン　¥1,990
チェックチュニック　¥1,990
カラースキニーパンツ　¥990

トータル　¥4,970

ムートンタッチベスト　¥1,990
チェックチュニック　¥1,990
デニンス　¥790

トータル　¥4,770

ナカワタベスト　¥1,490
ベロアフルジップパーカ　¥1,490
ブロードシャツ　¥990
カラースリムストレートジーンズ　¥990

トータル　¥4,960

ボアフリースフルジップパーカ　¥1,490
ワッフルヘンリーネックT　¥990
ネルチェックシャツ　¥990
スポーツイージーパンツ　¥990

トータル　¥4,460

.

¥990で「安心品質」を実現するために

●素材
調達先を広げ最適素材を計画的に実施

●工場
2008年～中国だけでなく、バングラデシュ、カンボジアの生産拠点を整備

●品質管理
ユニクロの生産管理能力を活用し、工場への指導・品質管理の取り組みを強化

●生産量
販売量拡大に伴い生産量も増加し、効率化によるコストダウンと品質安定を実現

¥990で「安心品質」を実現

¥990シリーズを安心品質で大幅拡充できた理由
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出店計画

今期50店舗出店を目指す
期末には全国120店舗を超える

（2009年9月～2010年8月）

現在全国に72店舗

2009年秋冬は北海道、四国、九州等

初出店地方含む計22店舗を出店予定

.

出店店舗一覧

出店予定店舗一覧

店舗名 都道府県 ｵｰﾌﾟﾝ予定日

浜松ﾌﾟﾗｻﾞﾌﾚｽﾎﾟ店 静岡県 2009/9/18 (金)
会津若松店 福島県（初） 2009/10/2 (金)
新発田店 新潟県（初） 2009/10/2 (金)
丸亀店 香川県（初） 2009/10/2 (金)

旭川豊岡ﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ店 北海道（初） 2009/10/9 (金)
屯田店 北海道（初） 2009/10/9 (金)

ｲｵﾝﾓｰﾙ日の出店 東京都 2009/10/9 (金)
沼津店 静岡県 2009/10/9 (金)

佐井寺店 大阪府 2009/10/9 (金)
福重店 福岡県（初） 2009/10/9 (金)
片江店 福岡県（初） 2009/10/9 (金)

ﾍﾞﾙｼｬｲﾝ伊那店 長野 2009/10中旬予定
ｲｵﾝ八千代緑ヶ丘店 千葉県 2009/10下旬予定

総和店 茨城県 2009/11上旬予定
長岡 新潟県（初） 2009/11中旬予定

草加店 埼玉県 2009/11/20 (金)
豊田南店 愛知県 2009/11/20 (金)
春日部店 埼玉県 2009/11/20 (金)
高知店 高知県（初） 2009/11/20 (金)
粕屋店 福岡県（初） 2009/11/20 (金)

東久留米店 東京都 2009/11下旬予定
甲府ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 山梨県（初） 2009/11下旬予定
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｢自由に買う、自由を着る｣

価格を気にせずファッションを毎日｢自由｣に楽しめる

というブランドを確立させる

2013年8月期に売上高500億円、200店舗体制を目指す

毎日「自由」にファッションを楽しめるジーユー

● ¥990ラインナップを継続拡充
●全国展開に向けて店舗網の拡大


