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2013年 6月 5日 

【報道資料】 
 

夏の靴需要に先駆け、同時実施 

軽量レインブーツなどを 990円、人気ブランドのサンダルなどを 1990円で販売 

「大量発注・一括納品・売り切り型」で低コスト化を実現 

合計約 13万 6千足を 2013年 6月 6日から全国一斉販売！ 

「シュープラザ」「東京靴流通センター」など全国で 1,100 店以上を展開する靴販売大手のチヨダ   

（舟橋 浩司社長、東証一部、東京都杉並区）は、高品質・低価格な靴を全国一斉販売する「990（きゅ

うきゅうまる）プロジェクト」と「ブランド 1990（いちきゅうきゅうまる）プロジェクト」を 2013年 6月 6日（木）

から実施します。合計約 13万 6千足を限定販売します。 

「990プロジェクト」は高品質な靴を 990円（税込）均一で、「ブランド 1990プロジェクト」は人気ブラン

ドの靴を 1,990円（税込）均一でそれぞれ販売する商品プロジェクトです。 

「大量発注・一括納品・売り切り型」にすることで、高品質・低価格での販売が可能になりました。全

国の「シュープラザ」、「東京靴流通センター」、「ザ・シューズ」、「靴チヨダ」など約 1,000 店舗及び当社

ECサイトで販売します。 

■日本最大の販売網を活かし、「大量発注・一括納品・売り切り型」で低コスト化！ 

高品質・低価格を求めるお客様のニーズに応えるため、「大量発注・一括納品・売り切り型」による低

コスト化を実現しています。 

絞り込んだ数社の生産協力会社に「大量発注」を行い、仕入れコストを削減しました。全ての商品を

各店舗に「一括納品」し、「売り切り型」を採用する事により、通常の靴販売で発生するサイズ補充のた

めの、倉庫保管料や輸送費を削減しました。 

靴の企画から販売までを手がけ、日本最大の1,100店舗以上の販売網を持つ当社だからこそ可能な

商品プロジェクトです。 

■約 170ｇ※の軽量レインブーツなどを 990円で販売 

「990 プロジェクト」では、レディースの軽量レインブーツと、メンズ・レ

ディースのアクアタイプのカジュアルシューズを各 990 円で合計約 7

万 6千足販売します。 

レインブーツには軽くてやわらかい EVA素材を使用。約 170グラム

の軽量設計です。着脱しやすく、歩きやすいようにカッティングを工夫

しました。雨の日の足元を明るく彩るピンク、オレンジ、カーキと、落ち

着いた色合いのチャコールグレー、ネイビー、ブラックのカラフルな 6

色で展開。好みに合わせたカラーを選ぶことができます。まとめ買いす

ることで、その日の気分に合わせたコーディネイトも楽しめます。 

※Mサイズ、片足の重量 

アクアタイプのカジュアルシューズには屈曲性の高いソールと、スト

レッチ素材を使用したアッパーを採用、フィット感を持たせました。また、

甲部分にマジックベルトを採用、ホールド性をアップさせました。メンズ

はイエロー/ホワイト、グリーン/ホワイト、ネイビー/ホワイト、ブラックの 4

色、レディースはピンク/ホワイト、パープル/ホワイト、ネイビー/ホワイト、

ブラックの 4色で展開します。 

レディース・レインブーツ 

レディース・カジュアルシューズ 

メンズ・カジュアルシューズ 
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■雑誌から生まれた「Zipper」ブランドなどを 1990円で展開 

「1990 プロジェクト」では、レディースのサンダル、メンズのア

ウトドアカジュアルシューズ、ジュニアの光るレインブーツを各

1,990円で合計約 6万足販売します。 

レディースは、若い女性に人気の雑誌から生まれた

「Zipper(ジッパー)」ブランドのリゾートサンダルをトングタイプと

バックベルトタイプの 2品番計 6色で展開します。 

トングタイプには大小 3 つのストーンビジューをあしらい、エ

スニックなデザインに仕上げました。シルバー、ゴールド、ブロ

ンズの 3 色で展開。涼しげなデザインで夏のファッションにお

すすめです。 

バックベルトタイプは、安定感のある低めのウェッジソールで

歩きやすさに配慮しました。透明で大きめのビジューを 3 つあ

しらった華やかなデザインです。キャメル、ダークブラウン、ブラ

ックの 3色で展開します。 

 メンズは、人気プラベートブランド（PB）「セダークレスト」から

スポーティーなアウトドアカジュアルシューズを販売します。足

首部分に厚めのクッションを採用することにで、ホールド性をア

ップさせました。アウトソールを凹凸の大きい形状にすることで、

見た目のボリュームを出しています。レッド、ネイビー、ブラック

の 3色で展開します。 

ジュニアは、人気の PB「バイオフィッター・ツィンクル」（女児

向けライン）と「バイオフィッター・ライナー」（男児向けライン）か

ら、光るレインブーツを販売します。歩く振動に応じてソールに

埋め込まれたLEDライトが発光します。男児用は青白く、女児

用はピンクに、つま先からかかにかけて流れるように光ります。

ライトと電池※をソール内部に埋め込み、水の浸入を防止する

設計です。男児用はネイビーをベースにスター柄をあしらった

デザインです。女児用はピンクをベースにドット柄がかわいい

デザインです。 

※電池寿命は約 2カ月です。 
 

＜990プロジェクト商品概要＞ 

プロジェクト名 990 プロジェクト  （990 PROJECT） 

発 売 日 2013年 6月 6日（木） 

販 売 足 数 合計約 76,000足 

価 格 990円（税込） 

デザイン・カラー 
【レインブーツ】 レディース 1品番 6色 

【アクアタイプカジュアルシューズ】 メンズ・レディース 各 1品番 4色 

サ イ ズ 

【レインブーツ】 S~LL  ※カラーによりサイズが異なります。 

【アクアタイプカジュアルシューズ】 メンズ 25.5cm～27.5cm（※1cm刻み） 
レディース 22.5cm～24.5cm（※1cm刻み） 

素 材 
【レインブーツ】  アッパー/合成素材   ソール/合成底 

【アクアタイプカジュアルシューズ】 アッパー/布   ソール/合成底 

販 売 店 
「シュープラザ」、「東京靴流通センター」、「ザ・シューズ」、「靴チヨダ」など約 1,000店舗及び 

当社 ECサイト（http://www.chiyodagrp.co.jp） 

レディース・サンダル（トングタイプ） 

レディース・サンダル（バックベルトタイプ） 

メンズ・アウトドアカジュアルシューズ 

ジュニア・光るレインブーツ 

（左・女児用 右・男児用） 

http://www.chiyodagrp.co.jp/
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＜1990 プロジェクト商品概要＞ 

＜ご参考＞ 

◆高品質・低価格な商品プロジェクト 

当社は 2010 年 3 月に「家庭の救急」をテーマに、990 円均一

で高品質・低価格な靴を提供する「990 プロジェクト」を立ち上げ

ました。990 プロジェクトは主婦層を中心に大変ご好評いただきま

した。その後様々なニーズに応えた価格帯別のプロジェクトを実

施しています。 

＜チヨダの高品質・低価格プロジェクト一覧＞ 

プロジェクト名 プロジェクトのコンセプト 

990プロジェクト 高品質・低価格を実現した靴を 990円で提供 

ブランド 1990プロジェクト 高品質・低価格のブランド靴を 1,990円で提供 

ブランド 2990プロジェクト デザイン・品質にこだわったブランド靴を 2,990円で提供  

3990いいねプロジェクト 「いいね！」と言っていただける機能付きシューズを 3,990円で提供 

セダークレスト 4990レザープロジェクト 本革の紳士靴をお求めやすい 4,990円で提供 

＜         会社概要＞ 
■社   名：株式会社チヨダ 

■本   社：東京都杉並区成田東 4丁目 39番 8号 

■代 表 者：代表取締役社長 舟橋 浩司 （※2013年 5月就任） 

■設   立：1948年（創業 1936年） 

■決 算 期：2月末 

■従 業 員 数：2,041名（連結） 

■資 本 金：68億 9,321万円  

■売   上：1,503億 2,300万円（連結） 

■子 会 社：株式会社マックハウス、株式会社アイウォーク、チヨダ物産株式会社 

■店 舗 数：1,619店（連結） 

 （2013年 2月末現在） 

 

 

 
 

報道各位のお問合せ先 

 

 

プロジェクト名 ブランド 1990 プロジェクト  （Brand 1990 PROJECT） 

参加ブランド名 
Zipper（ジッパー） 、CEDAR CREST （セダークレスト）、 

Bio・fitter TWINKLE（バイオフィッター・ツィンクル）、Bio・fitter LINER（バイオフィッター・ライナー） 

発 売 日 2013年 6月 6日（木） 

販 売 足 数 合計約 60,000足 

価 格 1,990円（税込） 

デザイン・カラー 【レディース】2品番合計 6色   【メンズ】1品番合計 3色   【ジュニア】男児・女児 各 1品番 1色 

サ イ ズ 
【レディース】S～LL  【メンズ】S～LL  【ジュニア】男児・女児 各 16.0cm～20cm（ハーフサイズなし） 

※サイズはカラー・デザインにより異なります。 

素 材 アッパー： 合成皮革     ソール： 合成底    ※表記共通 

販 売 店 
「シュープラザ」、「東京靴流通センター」、「ザ・シューズ」、「靴チヨダ」など約 1,000店舗 

及び当社 ECサイト（http://www.chiyodagrp.co.jp） 

株式会社 チヨダ 

担当：竹島、内藤、平野 

TEL:03-3316-4132 FAX:03-3316-4525 

東京都杉並区成田東 4-39-8 

http://www.chiyodagrp.co.jp 

広報代行／共同ＰＲ㈱ 

担当：高橋直喜、湯汲（ゆくみ）、吉信 

TEL:03-3571-5275 FAX:03-3574-1005 

東京都中央区銀座 7-2-22同和ビル 

メール：chiyoda-pr@kyodo-pr.co.jp 

 

共同ＰＲ㈱ 

担当：高橋直喜、吉信、小松 

TEL:03-3571-5238 FAX:03-3571-5380 

読者からのお問合せ先は 

チヨダコーポレートサイト： http://www.chiyodagrp.co.jp 

http://www.chiyodagrp.co.jp/

