
2016/8/7

2017年10月 マックレガーフェアーについて 
双日インフィニティ㈱ 

マーケティング本部 マックレガー 

 

いつもお世話になっております。 

10月中旬よりメンズ・ウィメンズ全店において、2017年FWブランドフェアーを下記概要で実施致します。 

各店において訴求強化致したく、現場周知とご支援の程よろしくお願い致します。 

 

 

● テーマ     McGREGOR FAIR   ～ 70'S SWINGING IN NEW YORK～ 

 70年代のファッションは、トラッドブランドに代表されるコンサバスタイルが台頭しました。 

           McGREGORはその時代を牽引し、多くの伝説的なアイテムを作り上げました。 

           2017年McGREGORは、70年代にインスパイヤーを受けたフェアを実施致します。 
 

 

●目的     ・ブランドの認知度向上 

        ・新規顧客獲得 

 ・特典活用による客単価アップ 

 ・顧客参加型イベントの実施 

 

 

●実施期間  2017年10月11日～10月24日(キャンペーン期間2W） 

 

 

●特典     ①買上プレゼント  

           「オリジナルトートバッグ」 

 先着でブランドロゴ入りオリジナルトートバッグをプレゼント 

           税抜￥25,000以上お買上げのお客様に 

 

 

         ②応募型プレゼント 

           「Ｔｒａｖｅｌ Ｔｉｃｋｅｔｓ」 

                        自由な旅で思い出作りのために 

           Web抽選で10名様に1万円の旅行券をプレゼント 

 

                         「McGREGOR Styling Gift」 （コーディネイト提案ギフト）   

                        秋冬代表コーディネイトを売場スタッフの提案で 

           Web抽選で4名様に秋冬代表コーディネイトをプレゼント 

 

 ・税抜￥10,000以上お買上げのお客様に応募用紙をお渡し 

 ・応募サイトにてアンケートご回答ならびご登録頂く 

 ・当選発表は、11/上旬。抽選にて。順次売場にて提案実施 

 

 

 

 

 

●強化商品   メンズ      アウター シャツ カットソー  ライナー付ブルゾン ジャケット    

          ウィメンズ    ジャージアウター 強縮ニット・シャギー   フェアアイル・雪柄ニット 

 

 

●訴求方法   シーズンカタログにてイベント訴求 

 店頭ポスター POP配置 

 顧客DM動員 

ウィメンズ メンズ 

ノベルティ 
オリジナルトートバッグ 
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