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“おまかせコーデ”で手軽に女子力アップ！
ソーシャルおしゃれアプリ「Happy Closet」の提供を開始
おしゃれ大好き IT 系女子チームが企画した、賢くて可愛いコーディネートアプリの決定版
コーデアプリ初の自動リコメンド機能搭載、毎日の着こなしにもう迷わない！

株式会社電通国際情報サービス(本社：東京都港区、資本金：81 億 8,050 万円、代表取締役社長：釜井 節生、
以下 ISID)のオープンイノベーション研究所は、毎日のおしゃれを楽しみたい女性向けのコーディネートアプリ
「Happy Closet（ハッピークローゼット）」の iPhone/iPad 版を開発しました。4 月 6 日から Apple の App
Store にて無料で公開いたします。
（Happy Closet 公式ページ http://www.isid.co.jp/inolab/happy_closet/ ）
Happy Closet は、仕事や学業、家事や育児などで忙しい中でも、毎日のおしゃれを楽しみたいすべての女性
のために、女性だけの企画チームが全面プロデュースしたコーディネートアプリです。独自開発したクラウド型
のファッションコーディネート提案エンジンとの連携により、同種のアプリでは初となる自動リコメンド機能「お
まかせコーデ」を搭載しました。手持ち服の色彩や季節、利用シーンなどに合わせた毎日のコーディネート提案
をはじめ、手持ち服の管理、着回しチェック、写真共有、Facebook や Twitter との連携などの機能を備えた、
賢くて可愛いコーディネートアプリの決定版が誕生しました。
Happy Closet の特徴
1. コーデアプリ初の自動リコメンド機能「おまかせコーデ」
Happy Closet の最大の特徴は、服の色や季節、利用シーン、着回しの度合いといった様々な条件やライ
フログ※1 をもとに、毎日の着こなしを提案してくれる自動リコメンド機能「おまかせコーデ」。自分の手
持ち服をカメラで撮影してアプリに登録しておけば、毎日の着こなしにもう迷いません。
2.

おしゃれ度をアップするソーシャル機能
他のユーザーが投稿したアイテムやコーディネートを見たり、いいねボタンでそのセンスを褒め合ったり、
気になるユーザーをフォローしたりして、おしゃれ度をさらにアップすることができます。もちろん
Facebook や Twitter との連携も可能です。

3.

大人可愛いアプリデザイン
Happy Closet の生みの親は、おしゃれが大好きな IT 系女子チーム。だから機能や使い勝手はもちろん、
アプリのデザインにもとことんこだわりました。人気イラストレーター河村ふうこ氏を起用し、細部にわ
たって”大人かわいい“世界観を追求。持っているだけで嬉しくなる、女子心をくすぐるアプリです。
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社としての取り組み、今後の展望
ISID のオープンイノベーション研究所では、新規事業の社内公募プログラム（Business Incubation
Program）を通じて立ち上げたプロジェクトの事業化推進に取り組んでいます。本アプリは、同プログラム
の最終選考を通過した企画をもとに、ファッションをコミュニケーション・コンテンツとして捉え、同研究所
の研究テーマの一つである「ソーシャルメディア」領域における新たなサービスとして開発したものです。日
本国内でもスマートフォンが本格的な普及期に入り、女性の所有率も増加傾向にある中、女性ならではの企
画・アイデアと先端技術を生かしたこれまでにないサービスで、新しいコミュニケーションの形を提案してま
いります。
今後は、ファッション誌やファッションブランドとのコラボレーション企画を予定しており、またファッシ
ョンイベントにおけるソーシャルビューイング※2 やリアル店舗での顧客誘引施策への活用なども推進してい
く計画です。
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※1 ライフログ：人間の生活・行い・体験などを、映像・音声・位置情報などのデジタルデータとして記録すること。
※2 ソーシャルビューイング：視聴者同士が同じ放送コンテンツを見ながら Twitter や Facebook などでリアルタイムに会話したり、体験を
共有したりすること。
【製品・サービスに関するお問い合わせ先】
株式会社電通国際情報サービス

オープンイノベーション研究所

Happy Closet カスタマーサービス

E-Mail：g-ex-info-hc@group.isid.co.jp

【本リリースに関するお問い合わせ先】
株式会社電通国際情報サービス

経営企画室

広報担当

李、清水

TEL：03-6713-6100
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E-Mail：g-pr@isid.co.jp

＜ご参考資料＞

Happy Closet の誕生エピソード
Happy Closet の企画メンバーは、技術系／管理系／企画系など様々な部門で活躍する ISID の女性社員 5 名。全員が子育て
と仕事の両立に日々奮闘するワーキングマザーです。新規事業アイデアの社内公募プログラムに応募するためチームを結成し、
働く女性をサポートする様々な IT サービスを企画。その中から「忙しくても、毎日のおしゃれを手軽に楽しみたい」という発
想で生まれた本アプリの企画が最終審査を通過し、事業化が認められました。
＜Happy Closet 企画チームリーダー：板垣康子（オープンイノベーション研究所 研究員）の
コメント＞
「女性の毎日のコーデ選びをもっと楽しく、もっと便利に、そしてもっとミラクルを感じてほし
くてこのアプリを作りました。企画・開発には多くの女性メンバーに関わっていただき、“女
性が使って Happy になる！”アプリを目指しました。まだまだはじめの一歩ですが、IT を使
って『女性の新しいライフスタイル』＝『未来の女子スタイル』をどんどん提案できたらと思
います。みなさんもこのアプリを使って未来のファッションライフをぜひ楽しんでください。」

イラストレーター 河村ふうこ氏とのコラボレーションについて
Happy Closet のデザインには、広告・書籍・雑誌・web など多方面で活躍する人気イラストレーター河村ふうこ氏を起用し
ました。企画段階からイメージしていたアプリの世界観を表現できるデザイナーを求め、様々な雑誌やイラスト集をめくって
いたリーダーの板垣康子が、河村氏の作品に一目ぼれして直談判。互いに意気投合し、メインキャラクターをはじめ背景・ボ
タン・小物など細部にわたって「いつまでもおしゃれでいたい」女性のための“大人かわいい”世界を表現しています。
＜河村ふうこ氏：プロフィール＞
東京都出身、イラストレーター。女性をモチーフにしたイラストレーションを得意とする。2006 年よ
りイラスト専門スクール「パレットクラブ」に講師として参加。1999 年 PATER 大賞展 PATER 賞。
これまでに、積水ハウス／大塚製薬／トステム／クリニーク／ワコール／花王／カネボウなどの広告を手
掛けるほか、映画ポスターや書籍カバーなど多方面で活躍。

オープンイノベーション研究所について
ISID が 2011 年 4 月に設置したオープンイノベーション研究所では、実験段階にあるものも含めた様々な先端技術の実用
化に向けて、企業や教育機関などと協働し、技術研究やサービス開発に取り組んでいます。「未来の街づくり」
「ソーシャル
ビューイング」
「次世代教育」などをテーマに、各分野のスペシャリストと共同でアプリケーションのプロトタイプ開発や実
証実験を推進しています。
＜電通国際情報サービス（ISID） 会社概要＞
社名
:
株式会社電通国際情報サービス（略称：ISID）
代表者
:
代表取締役社長 釜井 節生
本社
:
東京都港区港南 2-17-1
U R L
:
http://www.isid.co.jp
設立
:
1975 年
資本金
:
81 億 8,050 万円
連結従業員
:
2,204 人（2011 年 3 月 31 日現在）
連結売上額
:
602 億 3,200 万円（2011 年 3 月期）
1975 年の設立当初から顧客企業のビジネスパートナーとして、コンサルティングからシステムの企画・設
事業内容
:
計・開発・運用・メンテナンスまで一貫したトータルソリューションを提供してきました。IT Solution
Innovator をビジョンとし、金融機関向けソリューション、製品開発ソリューションをはじめ、グループ経営
／連結会計、HRM（人事・給与・就業）
、ERP、マーケティング、クラウドサービスなど、幅広い分野で積極
的な事業展開を図っております。
*Apple、iPhone および iPad は Apple Inc.の商標です。
* iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
*本リリースに記載された会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

3

