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キヤスク　前田哲平氏

はじめに
2021年8月24日から 9月5日まで行われた東

京2020パラリンピック競技大会では、日本選
手団は 51個ものメダルを獲得した 1。身体の障
害をものともせず、華麗に躍動するアスリート
の姿に、多くの人が感動を覚えたことと思う。

2016年時点で、日本には身体の不自由な人（身
体障害児・者）が約436万人いると推測されて
いる2。これは人口の約3%に相当する3。しかし、
身体の不自由な人に向けた衣服は、徐々に増え

てきているとはいえ、アパレルショップなどで
見かけることは今もほとんどない。そのため、
着づらくても健常者向けの衣服を着ているのが
実情である 4。しかし、衣服選びには健常者に
は思いもよらない苦労がある。例えば「ズボン
だと転倒しやすいのでスカートを選ぶ」という
方もいれば、「車いすを使っているため、スカー
トは巻き込みがあったり、乗り移りのときに邪
魔になる」という方もいる 4。障害の場所や程
度によって、衣服の着やすさも各自異なってく

1   キヤスクとは、主に身体の不自由な方に向けた、既製服を着やすくするお直しサービス。
2   前田氏がキヤスクを起業した理由は、身体の不自由な方向けに専用の衣服を作ることより、お直しの方が

課題解決に大きな効果があるのではないか、と考えたから。
3   キヤスクのサービスは、身体の不自由な子供を持つあるお母さんがお直しを行っていたことから着想を得た。
4   キヤスクを運営する上で最も大切にしているのは、お客さまに寄り添う、というスタンス。
5   キヤスクの一番の強みは、ホスピタリティの高いキャスト（接客とお直しを担当するスタッフ）。
6   今後は地域に入り込んで、お客さまとのタッチポイントをより増やしていきたい。また高齢化社会が進む

中で、キヤスクが蓄積した情報やノウハウを活かして一般企業との協業も検討している。ただし、成長の
ために自分の大事にしたいことを崩すことはしない。
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ファッションとサステナビリティを考える
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1：  日本パラリンピック委員会. 「ホーム」. 日本パラリンピック委員会. https://www.parasports.or.jp/paralympic/tokyo2020/（閲覧日:2022年6月21日）。
2：  内閣府. 「令和4年版　障害者白書　全文（PDF版）」. 内閣府. https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r04hakusho/zenbun/index-pdf.html（閲

覧日:2022年6月21日）。
 施設入所者の 7.3万人は 2018年の数値。
3：  総務省統計局（2022）. 「人口推計（2021年（令和3年）10月1日現在）‐全国：年齢（各歳）、男女別人口 ・ 都道府県：年齢（5歳階級）、男女別

人口‐」. 総務省統計局. https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2021np/index.html（閲覧日:2022年6月21日）。
 2016年の人口は 127,042千人。
4：  Co-Co Life調査部（2019）. 「障がい者のファッションに関する調査」. 特定非営利活動法人 施無畏. https://research.co-co.ne.jp/2019/12/24/

fashion/（閲覧日:2022年6月21日）。
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5：  過去に前田氏が行ったヒアリングの一部はコワードローブの HP で閲覧可能（コワードローブ. 「インタビュー記事」. コワードローブ. https://
co-wardrobe.com/search/（閲覧日:2022年6月20日）.）。

る。そのため、事前に仕様を決める必要がある
既製服では対応が難しく、大手のアパレル企業
であっても展開が進まないのであろう。

本日は、身体が不自由な方向けの衣服に対し
て一石を投じるサービスを開始した、株式会社
コワードローブの代表者である前田哲平氏に話
を伺った。同氏が今年3月にスタートしたサー
ビス「キヤスク」は、身体が不自由な方向けに
衣服を企画販売するのではなく、一般の既製服
をお直しする、という手段を採る。お直しに込
められた意図とはどのようなものであろうか。

―展開する「キヤスク」とはどのようなサービ
スなのか。
前田：主に身体の不自由な方に向けた、既製服
を着やすくするお直しサービスだ。健常者は洋
服を選ぶ時、自分の好みで自由に選べる。しかし、
身体の不自由な方の多くは、自分の好みよりも、
着やすさを優先しないといけない。私は前職の
ファーストリテイリング時代に、身体の不自由
な方800人にヒアリングを行った 5。身体の不自
由な方は、一般的に売られている服の中から着
やすいものを選んで着ている、というのが今の
実態だ。身体の不自由な方向けに作られた特別
な服もあるが、値段も高く、そもそもおしゃれ
ではない。そのため多くの方が着にくいと思い
ながらも、我慢して着ている。また、介助者が
着せやすい服を選ぶ、ということもある。つまり、
本当は着たい服があるのに諦めたり、あまり着
たくないけど仕方なく着ていたりする方が数多
くいる。キヤスクは、そのような方に向けた、
自分が着たいと思う服を、身体に合わせて着や
すくするお直しを気軽に頼めるサービスである。

キヤスクの特徴は四点ある。一点目は、身体
の不自由な方が必要とするお直しに特化してメ
ニュー化し、料金も比較的手頃な価格で明確に
決めている点だ。例えば Tシャツの前開きのお
直しは ¥1,650 である。二点目は、注文からお
直しの完了まで、オンラインで完結する点だ。
身体の不自由な方の中には外出困難な人もい
る。そのような方でもご自宅にいながらサービ
スを利用することができる。三点目は、キャス
トがお客さまの困りごとを具体的にイメージで
きる点だ。当社では、接客とお直しを担当する
スタッフをキャストと呼んでいる。キャストは
ご家族など身の周りに身体の不自由な方がお
り、お客さまが困っていることをきちんとイ

出所: 株式会社コワードローブ

株式会社コワードローブ　代表

前田	哲平（まえだ	てっぺい）氏
1975 年生まれ、福岡県太宰府市出身
1994 年 福岡県立筑紫丘高等学校卒業
1998 年 早稲田大学政治経済学部経済学科卒業
1998 年 株式会社福岡銀行に入行し、営業店勤務
2000 年 株式会社ファーストリテイリング（ユニクロ）に入社し、
店舗運営・新規事業開発・販売計画・生産計画・経営計画・
EC運営に従事。
2018 年から 2020 年の 3 年間に、800人を超える障害や病気を
抱える人々にヒアリングを実施し、服に関する彼らの様々な工夫
や悩みを知る。
2020 年 9月にユニクロが販売した前開きインナー商品開発プロ
ジェクトを主導し、その中でも特に SNS・Webニュース・TV な
どで大きな反響を呼んだ「子供用ボディスーツ」の商品化を発案。
また、全国のユニクロ店舗で障害者や高齢者がより買物しやす
い環境改善に取り組む全社プロジェクトを立ち上げた。
2021年 株式会社コワードローブを設立、現在に至る。
ユニバーサルマナー検定 2 級取得、家族は妻と二女。
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メージすることができる。四点目は、お客さま
のリアルな感想等を含めお直しした実績を世間
に発信している点だ。このようにお直しをすれ
ば着やすくなるという情報を、キヤスクを利用
する・しないに関係なく他の方にも参考にして
もらいたいと考えている。キヤスクのお直しに
よって、身体の不自由な方も日常生活の中で着
たい服を着られ、少しでも豊かな生活を送れる
お手伝いができれば、と考えている。

―町のお直し屋で同様のサービスは提供されて
いないのか。
前田：提供されているところもあると思うが、
多くのお店は身体の不自由な方にとっては頼みづ
らいお店になっていて、その結果、身体の不自
由な方はお直しを我慢している、というのが実情
だと感じている。知人で車椅子を使用している方
に試してもらったことがあるが、受付の方が戸惑
われてしまった。例えば、通常の Tシャツを前開
きにしてほしいといった、キヤスクでは基本的な
お直しであっても、そのお直しの意図が理解で
きなかったりする。私も身近に身体が不自由な
人がいなかったため、ヒアリングを行うまでは理
解できなかった。身の回りにそのような人がい
ないと、お直しをイメージすることが難しい。

―起業前の 20年間、ファーストリテイリング
に勤務されていた。なぜ同社での身体障害者向
け衣料品開発の継続ではなく、起業してキヤス
クの展開を選んだのか。ファーストリテイリン
グのような巨大企業であっても、身体障害者向
けの衣服を量産することは難しいのか。

前田：身体の不自由な方向けに専用の衣服を作
ることは、洋服の選択肢を増やすという課題の
根本的な解決にはつながらず、お直しの方が課
題解決に大きな効果があるのではないか、と考
えたからだ。さまざまな方にヒアリングを行っ
た結果、洋服に関することで一番困っているの
は、選択肢が少ないということだと分かった。
健常者は、世の中に無限にある洋服の中から選
び放題である。その一方で、身体の不自由な方
は、最初に着やすさで洋服を選ばないといけな
いため、その先にある自分の好みの服はものす
ごく限られてくる。着られる服の選択肢の少な
さに、多くの方が一番悩んでいる、と感じた。
そのため、まず着たい服を選んだ後にお直しを
するという方法なら、あらゆる人の選択肢を同
じにできるかもしれないと考えた。

実は、2018年に身体の不自由な方へのヒアリ
ングを個人的に始めた時、最終的なゴールは、
会社に提案をしてユニクロで障害者の方向けの
服をいくつか作ることになるだろうとイメージ
していた。しかし結果として、ユニクロから独
立してお直しをすることに舵を切った。ファー
ストリテイリングは、日本のアパレル市場の
10%超 6 を占める巨大企業である。しかし裏を
返せば、90% は同社以外の洋服ということだ。
そのため起業して、ユニクロも含めて世の中の
あらゆるブランドの服を対象としたお直しの方
が、より多くの方に喜んでもらえると思った。

それと、2020年に起業を後押ししてくれる出
来事があった。同年9月に私も企画に関わった、
前開きのインナー 7 や寝たきりの大きいお子さ
ん向けのロンパース 8 をユニクロが発売したの

6：  2021年8月期決算では、国内ユニクロ事業は 8,426億円、ジーユー事業は 2,494億円（ファーストリテイリング（2022）. 「統合報告書/アニュア
ルレポート 2021年8月期（2020年9月1日～ 2021年8月31日）」. ファーストリテイリング. https://www.fastretailing.com/jp/ir/library/
annual.html（閲覧日:2022年6月18日）.）。2020年の国内アパレル総小売市場規模は 75,158億円（矢野経済研究所（2021）. 「国内アパレル市
場に関する調査を実施（2021年）」. 矢野経済研究所. https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/2807（閲覧日:2022年6月18日）.）。

7：  ユニクロ. 「前あきインナー」. ユニクロ. https://www.uniqlo.com/jp/ja/contents/feature/front-open/（閲覧日:2022年6月18日）。
8：  ユニクロ. 「KIDS コットン前あきクルーネックボディスーツ（半袖）」. ユニクロ. https://www.uniqlo.com/jp/ja/products/E431566-000/00?color

DisplayCode=03&sizeDisplayCode=130（閲覧日:2022年6月18日）。
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だが、それがお客さまに非常に喜ばれた 9。決
して多くない型数であったにも関わらず、お客
さまにここまで喜んでいただけるなら、世の中
の洋服をもっとたくさん身体の不自由な方に
とって着やすくしたら、より喜んでいただける
のではないかと思った。

身体の不自由な方向けの洋服を量産すること
は、他社でもすでに多くの事例があり 10、当初
は私もそれを考えていたが、身体の不自由な方
に本当に喜んでもらえる水準でやり切るには、技
術的にも課題の構造的にも難しいと感じている。
ヒアリングを行って痛感したのは、身体の不自由
な方は、その状態が一人一人本当に多種多様で
ある、ということだ。例えば、車椅子を使用す
る人にとってはきやすいズボンを作ったとして
も、全ての車椅子ユーザーにとって、そのズボン
がはきやすいものには絶対にならない。また当
然ながら、はきやすさとは別にもう一つ重要な要
素である “好み” も、一人一人違う。そのため、
身体の不自由な方に向けた洋服を量産する時点
で、限られた人しか着られないこととなり、矛
盾が生じてしまう。

―「キヤスク」は今年3月1日の開始であった
が、サービス開始まで、どれくらいの時間を要
したのか。また、具体的なサービスはどのよう
なきっかけで思いついたのか。
前田：2020年12月末にファーストリテイリン
グを退社した際は、まだお直しサービスを展開
する、とは決めていなかった。構想が固まった
のが 2021年2月頃で、そこから準備に約1年を
かけてキヤスクのスタートとなった。退社前後
のタイミングでは、身体の不自由な人とそうで
ない人にとっての洋服の選択肢を同じにできる

方法は何だろう、とまだ試行錯誤していた。事
前に仕様を決めた既製服の量産ではないだろう、
とは感じていたが、代わりになる策が自分の中
ではっきりと決まっていたわけではなかった。
そのため、当事者へのヒアリングの頻度をより
増やしていった。その時に、実際にお直しをやっ
ている母親を知ったことが、キヤスクを展開す
るきっかけとなった。彼女は、最初は身体の不
自由なお子さんに着せやすい服を選んでいたが、
やはりおしゃれな服を着せたい、と思うように
なった。そこで、着せたい服を買ってお直し屋
さんに持って行ったが、料金があまりに高額だっ
たため、そのお店でお直しすることを泣く泣く
諦めたという。そして全くの素人であったが、
独学で自分の子供のために既製服のお直しを始
め、今ではお子さんに着せやすい服ではなく着
せたい服を着せられる嬉しい日々を過ごせてい
る、ということであった。その話を伺った時に、
お直しだったら、本当に好きなものを買って後
から着やすくすることができ、あらゆる人の服
の選択肢を同じにできるはずだと確信した。

具体的なサービスは、身体の不自由な方にお
願いをして一般のお直し屋さんを実際に何度も
使ってもらいながら、不便と感じる点を片っ端
から洗い出して全部解決していく形で設計して
いった。不便を感じる点としては主に次の三点
であった。一点目は、お直ししたい服を店舗に
持ち込むこと自体が大変、ということ。移動す
ること自体が大変な身体の不自由な方にとっ
て、お店に服を持ち込む行為はもっと大変だ。
そこで、身体の不自由な方が移動することなく
自宅でサービスを利用できるよう、オンライン
でサービスを展開することにした。二点目は、
どのように依頼していいのか分からない、とい

9：  AERA dots.（2021）. 「ユニクロ「ロンパース」160サイズまで展開も　ファッション業界に多様性の波」. 朝日新聞社. https://dot.asahi.com/
aera/2020122400027.html?page=1（閲覧日:2022年6月18日）。

10：  一例は TOMMY HILFIGER ADAPTIVE（Tommy Hilfiger. 「TOMMY HILFIGER ADAPTIVE」. Tommy Hilfiger. https://japan.tommy.com/tommy-
adaptive/（閲覧日:2022年6月18日）.）。
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うこと。この点に関しては、ニーズが多いお直
しをメニュー化し、料金もはっきりと明示する
こととした。一般のお直しの場合、何円からと
いう表記が多く、怖くて注文できない、という
方もいた。また、料金には副資材も含まれてい
る。一般のお直しの場合、ボタンなど副資材を
準備して持ってくるように言われるが、身体の
不自由な方にとってそれらを購入しに行くのは
大変な手間であり、そもそも素人だと何を買っ
ていいのかもよく分からない。三点目は、受付
の人が依頼内容を理解できない、という問題で
あった。この人だったら理解してもらえるだろ
う、と利用者が安心して注文できる環境は非常
に重要だと感じた。そこでキャストの採用条件
として、身近に身体の不自由な方がいて、利用
者の困りごとを具体的にイメージできる人とし
た。キャストにはものすごくこだわった。

難しかったのは、キヤスクを立ち上げるにあ
たって参考となる既存のサービスがなかったこ
とだ。ゼロから作るということは、面白くもあっ
たが、大変でもあった。

―コロナ禍でのサービス開始となった。コロナ
禍は「キヤスク」に何か影響を与えたのか。
前田：コロナの影響は特に大きくはなかった。
コロナの前から身体の不自由な方は、洋服選び
に関して不自由を感じ、私もそれをヒアリング
で聞いており、何とかしたい、と思っていた。
コロナ禍がなくてもキヤスクを始めていたはず
だ。そのためコロナによる影響はあまり大きく
ないと考えている。

―「キヤスク」のサービスの具体的な流れは。
前田：まず、キヤスクのサイトの中のメニュー
から依頼するお直しを選んでもらう（図表1-2）。
続いてそれに対応できる複数のキャストが画面
に出てきて、その中からお客さまにキャストを
選んでいただく（図表1-3）。その後、選んだキャ
ストとコミュニケーションルームで、一対一で
打ち合わせをしてもらう（図表1-4）。打ち合わ
せでお直しの内容が決まったら、お客さまから
ヤマト運輸の匿名配送でキャストの自宅に洋服
を送っていただく（図表1-5）。その後、お客さ

図表1　お直し依頼の流れ

出所: 株式会社コワードローブ
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11：  キヤスクのホームページ（https://kiyasuku.com（閲覧日:2022年6月19日））のトップには、「キヤスクは、身体の不自由に合わせて既製服を着
やすくするお直しを、気軽に、気やすく依頼できるオンラインサービスです。」とある。

まにお直し料金と配送料をお支払いいただいた
上でキャストが自宅でお直しをして（図表1-6）
返送する、という流れだ（図表1-7）。お直しに
要する時間であるが、枚数やお直し内容、キャ
ストの繁忙にもよるが、お直し内容の打ち合わ
せに 2〜3日、送付に 2日、お直し作業に 1週間、
返送に 2日程度なので、おおよそ 2週間程度だ。
お客さまとキャストの打ち合わせは、選択され
たメニューを起点にお客さまのニーズに合った
お直しを文字と写真を使用して、詳細な打ち合
わせをしていただく。やり取りの詳細は、お客
さまの許可をいただいた場合に限りではある
が、次回以降の注文時に他のキャストでも対応
ができるように、またお客さまが無駄に同じこ
とを一から説明しなくて済むように、キャスト
同士で共有している。電話や Web会議サービス
などオンタイムの打ち合わせは、お客さまも
キャストもお互いに時間を合わせないといけな
いため、今は採用していない。

―お直しに出される服は新品が多いのか。
前田：必ずしも新品だけではない。可愛くてお
子さんに着せたいと思って買ったが、実際は着
せられなかった、しかし捨てられなくてずっと
取っていたという洋服の依頼もある。他にも、
兄の洋服をお直しして身体が不自由な弟に着せ
たい、というケースもある。新品の場合は、ご
自身や介助されるご家族が依頼される場合もあ
れば、プレゼントのためにお直しを依頼される
場合もある。

―「キヤスク」を利用するユーザーの属性は。
前田：キヤスクはさまざまな方に幅広く使って
いただけるサービスになり得ると考えているが、
一旦これまでの実績ベースでお話しさせてもら

う。①身体が不自由なお子さんを持つお母さん
からの依頼が 80% だ。ご本人より圧倒的に多い。
また、親御さんではないが、障害児のケアを担
当されている方からのプレゼントとしての依頼
もある。②年齢層は 30〜40代が中心（①の状
況があるため）。③お直しした洋服を着用される
方としては、身体が不自由な方だけではなく、
健常者であるが老齢により身体の動きに制限が
出てきた方や、若い健常者の方から購入した洋
服のボタンの開け閉めが非常にやり辛いのでお
直ししてほしい、という依頼も最近あった。現
在はスタートアップということもあり、自分た
ちがどういう方に一番サービスを届けたいの
か、ということを明確にするため「身体の不自
由に合わせて」11 としているが、高齢者など健
常者の方にも気軽にご利用いただけたら、と考
えている。

―学生服のお直し依頼はあるのか。
前田：最近一件の依頼があった。お子さんが特
別支援学校に通うお母さんからの依頼であった
が、脱ぎ着が大変なためお直ししてほしい、と
いう内容であった。現状この一件だけだが、制
服は潜在的なニーズが非常に大きいと考えてい
る。キヤスクでは手頃な価格設定と簡便なシス
テムにしているが、普段着の場合、多少着づら
くても着用の時少し我慢すれば良いので、お金
を出してまでお直しはしない、という方は実際
少なくないだろう。しかし学生服の場合、毎日
着用しないといけないので、我慢するのは大変
だと思う。加えて、特別支援学校で販売される
制服は通常仕様のものが一般的のようだ。前述
の通り、メーカーも身体の不自由な箇所や程度
に合わせて量産することが難しいからであろ
う。実は本日も特別支援学校を訪問し、キヤス
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クの冊子を置かせていただいたところだ。

―「キヤスク」のお直しメニューの中で依頼の
多いものは何か。
前田：現状一番多いのは、T シャツやトレー
ナーを前開きにするお直しだ。他に、脇開きや
褥瘡12 対策の依頼もある。現在メニューに入れ
ることを検討しているのは、着丈を短くしたり、
身頃を大きくしたりするサイズ変更のお直しだ。

―「キヤスク」を運営する上で大切にしている
ことはどのような点か。
前田：四つある。一番大切にしていることは、
お客さまに寄り添う、というスタンスだ。お客
さまは一人一人、困っていること等が全く異な
る。そのため、こちらからこれがいいと思います、
と押し付けるのではなく、お客さまが何に困っ
ているのか、どうしたら着やすくなるのかを一
緒に考えていく、という姿勢が重要だと考えて

いる。二つ目は、当たり前のことであるが、誠
実である、ということだ。例えば、元々一週間
くらいでお渡しできると思っていたものが、材
料の取り寄せ等で予想外に時間がかかりそう、
となった場合、すぐに正直にお伝えをする。こ
のような誠実さは、当たり前かもしれないが非
常に大切なことだと思う。三つ目は、キャスト
が仕事をする環境作りだ。キヤスクのサービス
の中で、一番重要な要素はキャストだと思って
いる。キャストが、お客さまのために思いやり
を持って気持ちよく接することができる環境作
りは、とても大事だと考えている。四つ目は、
事業を健全なかたちでずっと続けていくことを
最優先にする、ということだ。困っている人は
必ずいる。その人たちのために、例え細々とで
もいいので、キヤスクは永久に続くサービスで
なくてはいけないと思っている。そのために、
急成長を前提とした先行投資はしないし受けな
い。また、キャストに無理強いはしないし、単

12：  じょくそう。床ずれ。

図表2　お直しメニュー

出所：株式会社コワードローブ
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なる売上規模の拡大だけを狙った値引、広告、
販路拡大、組織拡大なども一切やらない。固定
費をほぼゼロで運営できる仕組みにもしている。
成長はゆっくりでいいので、自分たちが一番大
切にしたいことを守りながら、キヤスクという
お店をずっと開け続けていきたい。

―「キヤスク」の強みとは。
前田：キャストが一番の強みだ。昨年4月から 6
月にかけてクラウドファンディングを行なった。
キヤスクの立ち上げ資金の一部を支援いただく
ためだ 13。無事、目標額を達成することができ、
次に取り掛かったのがキャスト探しだ。すると、
このクラウドファンディングを見てくれた方が、

キャストとして集まってきてくれた。かつて自
分の子供の洋服のことで同じ悩みを持っており、
今は少し落ち着いたので、困っている人のため
に役に立ちたい、といった母親たちだった。現
在当社には 12名のキャストがいるが、このよう
な思いで集まってくれたのがそのうちの 8名だ。
残りの 4名は現役の縫製業従事者の方たちで、
身の回りには身体の不自由な人はいないが、ク
ラウドファンディングでこのような悩みがある
ことを初めて知り、自分の技術の範囲でお手伝
いをしたい、と申し出てくれた。そのため、当
社のキャストは全員がお客さまの困りごとを具
体的に体感値としてイメージできたり、身体の
不自由な方の服の悩みに寄り添いたいという強

13：  GoodMorning（2021）. 「誰もが「着たい服」を着られる世の中を実現する、新しいお直しサービスを作りたい！」. GoodMorning. https://camp-
fire.jp/projects/view/411729（閲覧日:2022年6月19日）。

写真　お直しの例

出所：株式会社コワードローブ 

前開き

肩開き

横開き

前開き（お直し箇所が見えない仕様）

脇開き

褥瘡対策
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くて優しい意志を持っており、ホスピタリティ
が非常に高い。今後キャストを追加で募集する
際も、誰でもいい数集めみたいなことは決して
行わず、技術と心の両面でお客さまに寄り添え
る人だけを厳選したいと思っている。

―今後「キヤスク」をどのように拡大する予定
か。「キヤスク」を通して目指す目標は何か。
前田：まずは目の前の一人一人のお客さまを大
事にしながら、信頼と実績を地道に積み上げて
いくことが大前提になるが、その上でもっと地
域に入り込んでいきたいと考えている。学校、
病院、施設、地域の店舗など、お客さまの日常
生活の場にもっと入り込んでタッチポイントを
より増やしていき、キヤスクを使っていただけ
る機会を増やしていきたい。また、これから高
齢化社会がより進んでいく中で、キヤスクが
サービスの過程で蓄積していく情報やノウハウ
には高い価値が生まれると考えている。なぜな
ら、高齢化社会が進む中で、一般の洋服ブラン
ドも着やすさという要素を、今後必ず取り入れ
ていかないといけなくなるからだ。しかし、一
人一人着やすさというものは大きく異なり、各
社がそれを一から調べていくのは難しいと思
う。そうなった時に、当社がそれまでコツコツ
貯めてきた情報やノウハウを一般企業向けに提
供したり、協業したりすることをやりたいと思
う。もちろん、私は企業価値を上げるために事
業をやっているわけではなく、本当に困ってい
る人に喜んでもらうためにやっているので、キ
ヤスクの価値が高まるというのは、その延長線
上にしかない結果だと考えている。

また、事業としての成長戦略、例えば何年目
に売り上げがこれぐらい、といった目標は現時
点では立てていない。今そういうことを考える
と、それに向けて足元で大事にしないといけな
いことが崩れるからだ。まずは地に足をつけな

がら、着実に成長していきたい。
私は、お直しという領域自体が今後、より重

要になってくると考えている。消費者が洋服を
長く使う、という行動様式が日本にも徐々に根
付いてくるはずで、アパレル企業がトレンドを
追いかけて、速く、大量に作るといった流れが
今後も続くことはおそらくないと思うからだ。
企業もそのようなビジネスでは将来立ち行かな
くなり、自分たちの製品を長く使ってもらいた
い、という方向にシフトすると考えている。そ
うなった時に、モノづくりとお直しは全く異な
るものなので、アパレル企業はお直しを行うと
ころと連携し、自分たちの洋服を、そこでの直
しも含めてお客さまに提供する、という方向に
なると思う。そうなった時に、より多くの人に
選んでいただけるサービスになれるよう、キヤ
スクを健全なかたちで成長させていきたい。

取材協力
株式会社コワードローブ

（https://co-wardrobe.com）
キヤスク

（https://kiyasuku.com）

図表3　Easy to wear, just for you.

出所：株式会社コワードローブ 


