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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インターネットを介してアクセスされる仮想店舗においてドレスのデザインを作製する
方法であって、
　コンピュータを備えたシステムが、
　仮想店舗内で購入者から先に既存のシャツのデザインを受け取ることと、
　仮想店舗のスカート部分のデザインの仮想在庫からスカート部分のデザインを選択する
ことと、
　仮想店舗で、購入者に先に既存のアクセサリーアイテムのデザインを提供すること、先
に既存のシャツのデザインの修正のために購入者から指示を受け付けること、
　ドレスのデザインを形成するために購入者からの指示に従って、先に既存のシャツのデ
ザインに選択されたスカート部分のデザイン及び選択された追加的な先に既存のアクセサ
リーアイテムのデザインを取り付けるために先に既存のシャツのデザインを修正すること
、
　選択されたスカート部分のデザインに対するシャツのデザインの繋ぎ合わせを、仮想店
舗の仮想組立部において実行することと、
　先に既存のシャツのデザイン、選択されたスカート部分のデザイン及び選択された追加
的な先に既存のアクセサリーアイテムのデザインを含む、完成したドレスのデザインを購
入者に仮想店舗で提示することと、
　ドレスのデザインのために仮想店舗が認めた支払方法によって支払を受け付けることと
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、を行い、
　前記繋ぎ合わせが、ドレスである単一の洋服のデザインを形成するためにシャツのデザ
イン及びスカート部分のデザインの周囲に適用される裁縫ステッチが可能なように、互い
に隣接して裏返されたシャツのデザインの下縁及び選択された裏返されたスカート部分の
デザインの上縁を位置づけることを含む、方法。
【請求項２】
　ドレスのデザインが、追加的な布、若しくは、レース、フリンジ、ビーズ、若しくは購
入者によって要求される他のアクセサリといった要素のデザインによって、繋ぎ合わされ
ても又は修正されてもよい、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　仮想店舗が提示された支払を受け付けるまで、ドレスのデザインの占有が購入者に移転
しない、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　コンピュータを備えたシステムが、
　仮想店舗内で購入者から先に既存のシャツのデザインを受け取ることと、
　購入者に関わる寸法を記録すること、記録された寸法からスカート部分のサイズを作製
することと、
　仮想店舗のスカート部分のデザインの仮想在庫からスカート部分のデザインを選択する
ことと、
　仮想店舗で、購入者に先に既存のアクセサリーアイテムのデザインを提供すること、先
に既存のシャツのデザインの修正のために購入者から指示を受け付けること、
　ドレスのデザインを形成するために購入者からの指示に従って、先に既存のシャツのデ
ザインに選択されたスカート部分のデザイン及び選択された追加的な先に既存のアクセサ
リーアイテムのデザインを取り付けるために先に既存のシャツのデザインを修正すること
、
　選択されたスカート部分のデザインに対するシャツのデザインの繋ぎ合わせを、仮想店
舗の仮想組立部において実行することと、
　先に既存のシャツのデザイン、選択されたスカート部分のデザイン及び選択された追加
的な先に既存のアクセサリーアイテムのデザインを含む完成したドレスのデザインを購入
者に仮想店舗で提示することと、
　ドレスのデザインのために仮想店舗が認めた支払方法によって支払を受け付けることと
、を行い、
　前記繋ぎ合わせが、ドレスである単一の洋服のデザインを形成するためにシャツのデザ
イン及びスカート部分のデザインの周囲に適用される裁縫ステッチが可能なように、互い
に隣接して裏返されたシャツのデザインの下縁及び選択された裏返されたスカート部分の
デザインの上縁を位置位置づけることを含む、
インターネットを介してアクセスされる仮想店舗においてドレスを作製するシステム。
【請求項５】
　ドレスのデザインが、追加的な布、若しくは、レース、フリンジ、ビーズ、若しくは購
入者によって要求される他のアクセサリといった要素のデザインによって、繋ぎ合わされ
ても又は修正されてもよい、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　仮想店舗が提示された支払を受け付けるまで、ドレスのデザインの占有が購入者に移転
しない、請求項４に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
著作権及び商標表示
　本特許文献の開示の一部分は、著作権保護の対象内容を含む。著作権者は、特許商標庁
の特許ファイル又は記録内に表される通りに特許文献又は特許開示を複製することに異議
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を唱えないが、それ以外にはすべての著作権を留保する。商標は、これらのそれぞれの権
利者の所有物である。
【０００２】
背景
　通常、衣料品は、単一の目的に資する。ファッション産業では、衣類及びアクセサリは
、主に単一かつ直接の使用を念頭において作製される。別の目的に合うように既存の衣料
物品を修正することは、家庭で及び特別目的で一般的に行われる。既存の衣料物品の再利
用又は修正を提供する店舗は、主に仕立屋に制限され、コストがかかる傾向にある。既存
の衣料物品の修正は、カジュアルで、かつカジュアル以外の状況で使用される見込みのな
い衣料物品に対してさえ、裁縫知識及び技能の欠如のため、又はコストの問題より、ほと
んどの個人によって一般的に行われない。
【０００３】
概要
　店舗における既存のシャツの修正によるドレスの作製のためのシステム及び方法が、本
明細書において列挙される。店舗のデザイナーは、店舗内で購入者からシャツを受け取る
。デザイナーは、サイズを決定しパラメータに適合させるために、購入者を採寸して、店
舗におけるスカート部分又は布の在庫から、購入者がスカート部分又はスカート部分の製
造のための布を選択するのを支援する。デザイナーは、店舗の組立部にシャツ及びスカー
ト部分の両方を移動させ、シャツが完成したドレスの上部分を形成し、スカートが完成し
たドレスの下部を形成するドレスを形成するために、確実かつ柔軟な本明細書において説
明されるような繋ぎ合わせ方法の１つを使用して、スカート部分にシャツを繋ぎ合わせる
。店舗のデザイナー又は他の従業員は、店舗を介してドレスを購入者へ搬送して、店舗の
販売部でドレスの支払を受け取る。
【０００４】
　例示的な一実施形態では、店舗におけるドレスの作製のためのシステム及び方法が開示
される。店舗のスタッフは、店舗内で購入者からシャツを受け取る。購入者又はスタッフ
は、店舗のスカート部分の在庫からスカート部分を選択して、ドレスを形成するためにス
カート部分にシャツを繋ぎ合わせる。店舗において購入者に完成したドレスが提示され、
支払が、ドレスのために店舗が認めた支払方法により受け付けられる。
【０００５】
　追加的な実施形態では、購入者から受け取るシャツは、購入者が店舗の外部から店舗に
持ち込むシャツであっても、又は購入者が店舗から購入するシャツであってもよい。購入
者は、シャツに繋ぎ合わされるスカート部分のために、巻尺、サイズ対応一覧、コンピュ
ータ走査、又は視覚的走査を使用することによって、身体採寸される。スカート部分は、
スカート部分、又は店舗内でスカートに構成される販売可能な布のストックから選択され
、選択されたスカート部分に対するシャツの繋ぎ合わせが店舗の組立部において実行され
る。繋ぎ合わせは、ドレスである単一の洋服を形成するためにシャツ及びスカート部分の
周囲に適用される裁縫ステッチが可能なように、互いに隣接してシャツの下縁及び選択さ
れたスカート部分の上縁を位置づけることを更に含むことができる。ドレスは、追加的な
布、又はレース、フリンジ、ビーズ、若しくは購入者によって要求される他のアクセサリ
といった要素によって、繋ぎ合わされても又は修正されてもよい。提示された支払を店舗
が受け付けるまで、ドレスの占有は購入者に移転しない。
【０００６】
　作業の編成及び方法を図示した、いくつかの例示的な実施形態が、目的及び利点と共に
、添付の図面と関連して以下に続く参照の詳細な説明によって最も深く理解され得る。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明のいくつかの実施形態と整合した、Ｔ－スカートドレスの図である。
【図２】本発明のいくつかの実施形態と整合した、店舗において既存のシャツ及びスカー
ト部分から構成されたドレスを作製するための工程フローを提示する。
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【図３】本発明のいくつかの実施形態と整合した、完成したドレスの正面図である。
【図４】本発明のいくつかの実施形態と整合した、購入者が着用した完成したドレスの図
である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
発明の詳細な説明
　本発明は多くの異なる形態の実施形態を可能にするが、特定の実施形態が、図面に示さ
れかつ本明細書において詳細に説明され、このような実施形態の本明細書の開示内容が原
理の一例とみなされること、及び示され説明される特定の実施形態に本発明を限定するも
のではないことが理解される。以下の説明において、類似の参照番号は、図面のいくつか
の図における同一、類似、又は対応する部分を説明するために使用される。
【０００９】
　本明細書で使用するとき、用語「ａ」又は「ａｎ」は、１つ又は複数と定義される。本
明細書で使用するとき、用語「複数」は、２つ以上と定義される。本明細書で使用すると
き、用語「別の」は、少なくとも第２又はそれ以上と定義される。本明細書で使用すると
き、用語「含む」及び／又は「有する」は、「含む（すなわち、オープンランゲージ）」
と定義される。本明細書で使用するとき、用語「結合された」は、「接続された」と定義
されるが、必ずしも直接の接続、機械的な接続を意味しない。
【００１０】
　「一実施形態」、「いくつかの実施形態」、「例示的な実施形態」、又は類似した用語
に対する本文献の全体にわたる参照は、実施形態に関連して説明される特定の特徴、構造
、又は特性が本発明の少なくとも１つの実施形態に含まれることを意味する。したがって
、本明細書のこのような句の又はさまざまな箇所の表現が、必ずしもすべて同一の実施形
態を指しているというわけではない。更に、特定の特徴、構造、又は特性は、限定される
ものではないが、１つ以上の実施形態において任意の好適な手段で組み合わせることがで
きる。
【００１１】
　本開示の「シャツ」は、着用者の胴及び肩を覆う、一般的に着用者の腰又は僅かに腰よ
り下の長さのシャツと定義される。シャツは、着用者の肩端を越えて延在する袖を有して
も又は有しなくてもよい。シャツは、着用者の頭が挿通するストレートネック、スクープ
ドネック、襟付き、Ｖネック、又は他の上部開口を有することができる。シャツは、綿、
ポリエステル、又は主に綿布の混紡生地で一般的に製造されるが、これに限定されると考
慮してはならず、シャツを製造することができる任意の布から製造され得る。シャツはま
た、シャツの前面で下までボタンをかけるボタンダウンワイシャツを除く、人体の上半身
に着用されることを目的としたトップス、ジャージ、カジュアルウェア、Ｔシャツ、スポ
ーツジャージ、ラクロスシャツ、テーマシャツ、サッカージャージ、又は任意の他のシャ
ツとして現在説明されるシャツであり得る。シャツは、例えば休日又は浜辺での１日に着
用される、カジュアルウェアを一般的に指すが、これに限定されると考慮してはならず、
カジュアルではないイベント又はフォーマルなイベントで着用されてもよい。
【００１２】
　店舗は、ドレス専門店、ショッピングモールの店舗、オンライン店舗、布屋、ショッピ
ングモールの売店、デパートの売店、ファッショントラック、空港若しくは航空機の売店
、ポップアップ店舗（音楽祭、スポーツイベント、資金を集めるイベント、公開又は非公
開パーティー）、小売カタログ、インターネット小売ウェブサイト、ヨット、ホテル、若
しくは行楽地の店舗、列車若しくは遊覧船の店舗、親水公園若しくはテーマパークの店舗
、及び／又は豪華リゾートであり得る。店舗は、物理的な店舗又は仮想店舗であり得る。
先に開示されたように、物理的な店舗は物理的な店頭である。仮想店舗は、任意の仮想シ
ョッピングエリアにおいて、インターネット上のウェブページを介してアクセスされ得る
インターネット上に店頭若しくはプレゼンスを有する店舗であるか、スタンドアロン仮想
ショッピング経験の一部であるか、ネットワーク化されたショッピング経験の一部である
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か；１つ以上の仮想コンピュータ店舗において実施されるか、任意のオンラインゲーム仮
想世界の一部であるか、仮想カタログの一部であるか、又は、現在存在するか若しくは将
来作製される小売スペースの任意のコンピュータネットワーククラウド又はシミュレーシ
ョンにおいて実施される。
【００１３】
　完成したドレスがシャツである上部分を含み、及び下部分がスカート部分である、長い
丈の完成したドレスに既存のシャツを修正する能力を平均的消費者に提供する店舗が必要
とされている。非限定的な実施形態では、本発明の１つの目的は、個人がインターネット
店舗などの物理的又は仮想の店舗に望ましいシャツを持ち込み、シャツに加えられるスカ
ート部分のための材料の選択肢の範囲を、多様なものの中から、個人に提示し、個人の寸
法を採取し、個人の寸法を使用してドレスとして着用するのに好適な長い丈の衣料物品に
シャツを修正し、かつ、新たに作製された衣料物品のための代金を回収するための場所を
提供することである。
【００１４】
　本発明の別の実施形態は、個人が修正するシャツとして選択することができる種々の完
成したカジュアルシャツを店舗にストックすることである。本明細書において説明される
実施形態では、一度シャツが選択されると、個人は、シャツに加えられるスカート部分の
ための材料の選択肢の範囲から選択をし、個人の寸法を採取し、個人の寸法を使用して選
択したシャツをドレスとして着用するのに好適な長い丈の衣料物品に修正し、支払を済ま
せることができる。
【００１５】
　一実施形態では、購入者が、インターネット店舗などの物理的な店舗又は仮想店舗であ
る、店舗に入ったときにドレスを作製する工程は開始する。購入者は、デザイナー又はス
タイリストに出会う。購入者は、購入者が持ち込んだ、又はデザイナー若しくはスタイリ
ストに送ることができる、シャツを提示することによって所望のドレスについて話し合い
を始めてもよい。代替的な実施形態では、購入者の要望及び条件を満たすシャツを見つけ
るために、購入者は、デザイナーの支援あり又はなしで、シャツのラックを閲覧し始める
ことができる。次に、購入者が店舗にシャツを持ち込むか、又は説明を送るか、又は店舗
にストックされたシャツからシャツを見つけ出し購入するかどうかにかかわらず、購入者
は店内のデザイナーと相談をする。購入者は、個人的にドレスをデザインしてシャツに取
り付けられるスカート部分を選択するか、又は所望の外観若しくは明細を作製するために
デザイナーからの提案を利用することで、ドレスのデザインに含められ得る。
【００１６】
　デザイナーは、最初に、購入者に適合するスカート部分のサイズを決定するために、購
入者の身体寸法を利用する。非限定的な例では、測定は、標準的な洋服屋の巻尺を使用す
るか、又は購入者により取り込まれるか、又は下記のような他の測定方法によって取り込
まれて実行される。デザイナーが適切なスカート部分のサイズを選択することができるよ
うに、所望の仕上げに関する購入者からの任意の追加的な情報が購入者から伝達される。
店舗が仮想店舗である場合には、購入者はデザイナーにそれらの寸法を送信することがで
きる。標準的な洋服屋の巻尺の代わりに、サイズ対応一覧、コンピュータ走査、視覚的走
査、又は現在公知であるか若しくは将来開発される任意の他の方法などの、購入者の寸法
を採取する他の方法が使用されてもよい。
【００１７】
　購入者の寸法が取り込まれた後、デザイナーは、シャツに繋ぎ合わされるスカート部分
として使用される布の材料、色、及び／又はデザインを選択するために、購入者によって
持ち込まれるか又は購入されたシャツを処理することができる。衣類の製造での使用に好
適な任意の材料が、スカート部分を作製するために使用され得る。
【００１８】
　好適なスカート部分の選択があると、購入者が待つ間に、デザイナーは購入者のシャツ
又は他のシャツタイプ及び選択されたスカート部分を店舗の組立部に移動させる。そこで
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、デザイナーは、ドレスを形成するために、シャツ及び選択されたスカート部分を繋ぎ合
わせる。購入者のデザインの希望に応える際に、ドレスに組み込まれるアクセサリアイテ
ムを、デザイナーが提案しても、又は購入者が選択してもよい。購入者のデザインを実現
することには、例えば、レース、ボタン、埋め込み水晶又は他の宝石、ボウ、リボン、グ
ロメット、ステッチ細部装飾、刺繍縫い、ポケット、ベルト通し、ビーズ（単一の又はハ
ンギングストランドの両方）、フリンジ、特殊なボタン、布から作製されるディテール、
ジッパー、及び現在又は将来公知の任意の種類の衣類デザイン装飾といった、アイテムを
取り付けることが含まれ得る。購入者が表現したすべてのデザイン特徴が取り付けかつ組
み込まれると、ドレスは完成する。デザイナーは、次いで購入者にドレスを提示する。購
入者は、次いで、購入者が選択する販売に供された任意の他のアイテムと共に、ドレスの
支払を行い、店舗を後にする。
【００１９】
　一実施形態では、購入者又は他の個人は、特定のデザインの複数のコピーを作製するか
、又は異なるデザインを有した複数のドレスを作製するために、大量注文の要求を提示す
ることができる。大量注文は、任意の人、グループ、チーム、組織、又はイベントのため
に行われてもよい。
【００２０】
　記載された方法及び工程は一実施形態であるが、本発明のさまざまな詳細が、本発明の
趣旨を逸脱しない範囲で変えられてもよいことを理解すべきである。
【００２１】
　ここで図１を参照すると、例示的な実施形態において、店舗でのドレスの作製方法が提
示される。店舗は、本明細書において説明される方法を実行するために必要とされる設備
及び在庫の配置が可能なモール又はスタンドアロン店舗などの任意のスペース１００にオ
ープンされ得る。この実施形態では、店舗は、さまざまな色及びデザインのシャツが購入
者の購入のためにディスプレイされる１つ以上の棚１０４又は吊り下げラック１０８を包
含することができる。購入者は、店舗１００に入るときに、ドレスの作製において使用さ
れるシャツを選択するために、棚１０４又は吊り下げラック１０８の１つに誘導され得る
。シャツを好ましいドレスの作製のためのベースにする目的で、購入者が店舗にシャツを
持ち込む場合には、購入者は、棚１０４又は吊り下げラック１０８を閲覧しても又は閲覧
しなくてもよい。
【００２２】
　追加的に、店舗は、シャツ又はスカート部分を提供する供給業者と協力関係を有するこ
とができる。このような協同方式は、Ｔシャツデザイナー、Ｔシャツ又はスポーツシャツ
印刷業者、及びＴシャツデザイン会社と関連又は協同して実施され得る。追加的な協同方
式が、店舗と、布店、衣類製造者、アパレルブランド、外部のデザイナー若しくは衣類デ
ザイン会社、著名人若しくは他の周知の団体、刺繍若しくはロゴ／デザイン業者、広告代
理店、アパレル担当者、及び／又はアパレル販売会社との間に形成され得る。店舗はまた
、ドレスデザイン及びドレスを表現及び／又は販売するために、外部業者を認可すること
ができる。
【００２３】
　購入者は、店舗に入ると、スカート又はスカート布下部分にシャツ上部分を繋ぎ合わせ
たドレスを作製する工程で購入者を支援するデザイナーと出会う。デザイナーは、購入者
が棚１０４又は吊り下げラック１０８の１つからシャツを選択するのを援助する。購入者
が店舗１００に入る際にシャツを有する場合には、デザイナーは、購入者がシャツに繋ぎ
合わせられるスカート部分又はスカート布を定めかつ見つけるのを援助する。スカート部
分及びスカート布の精選物が、店舗の１つ以上の小売スカート棚１１２にストックされる
。ドレスの上半分を形成するシャツのデザイン及び色に基づいて、デザイナーは、シャツ
を補いかつ購入者の希望に応えるスカート部分又はスカート布を購入者がスカート棚（単
数又は複数）１１２から選択するのを支援する。
【００２４】
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　スカート部分又はスカート布がスカート棚（単数又は複数）１１２から選択された後、
デザイナーは、組立場所１１６にシャツ及びスカート部分を移動させる。組立場所１１６
は、購入者が利用できず、店舗１００のデザイナー及び他の従業員が入ることしかできな
い。組立場所１１６は、スカート部分にシャツを繋ぎ合わせ、かつ糸切りなどの任意の仕
上げ作業を実行し又はドレスを作製するために必要とされる任意の他のステップを実行す
るのに必要な設備のすべてを包含する。デザイナー又は他の指定された従業員は、洋服を
心地良く着用することができるようにいくらかの拡張性又は弾力性を提供しながら良好に
保つことが可能な、サージステッチなどの、ステッチ、又は前述したようなスカート部分
にシャツを繋ぎ合わせる任意の他の方法を使用して、購入者のシャツ及び選択されたスカ
ート部分を繋ぎ合わせる。社会的な考慮から、ドレスの作製から生じる布又は他のアクセ
サリの断片を、単純に処分せずに、他の製品に加工することができる。このような製品と
しては、イヌ又はペットのためのＴスカーフ又はＴシャツが挙げられ得るが、これらに限
定されない。
【００２５】
　デザイナーは、組立場所１１６を出て、完成したドレスと共に店舗１００の主要部に戻
る。購入者は、次いでデザイナーからドレスを入手し、店舗内の店頭（ＰＯＳ）１２０へ
と移動する。購入者がドレスの完成前に支払を提供している場合には、購入者は、ドレス
及び／又は他の購入したアイテムと共に立ち去ることができる。購入者が支払をまだ提供
していない場合には、購入者は、店舗を立ち去る前にドレス及び任意の他の購入したアイ
テムの代金を支払うことができる。購入者は、現金、クレジット、デビット、ビットコイ
ン、第三者である仲介者による仮想の支払、又は現在存在するか若しくは将来作製される
任意の他の支払方法を含むが、これらに限定されない、店舗が認める任意の支払方法によ
って、すべてのアイテムの支払を提供することができる。購入者は、次いで、購入者が選
択する販売に供された任意の他のアイテムと共に、ドレスの支払を行い、店舗１００を後
にする。
【００２６】
　図２を参照すると、この図は、いくつかの実施形態と整合した、スカート又はスカート
布下部分にシャツ上部分を繋ぎ合わせたドレスを店舗において作製する方法の説明を提示
する。この実施形態では、顧客、すなわちドレスの購入に関心のある購入者が、物理的又
は仮想店舗に入る（２００）。店舗に入ると、購入者は、店舗のデザイナー又は他の従業
員に出会い、購入者がシャツを持参して又は持参せずに店舗に入ったかどうか（２０４）
、又はインターネット店舗のように店舗が仮想である場合には、購入者が店舗に送るシャ
ツを有しているかどうかを決定される。店舗が仮想店舗である場合には、シャツの略図又
は画像が、仮想店舗に物理的な物品を送る前に、購入者によって提示され得る。
【００２７】
　購入者が店舗に入る際にシャツを所有しない場合には、デザイナー又は他の店員は、購
入可能なシャツが店舗内にディスプレイされている棚、ラック、又はウェブページに購入
者を誘導する。デザイナー又は他の店員は、購入者の好みに基づいて、購入者のシャツの
選択を支援するか、又は購入者が棚、吊り下げラック、若しくはウェブページ（単数又は
複数）を閲覧する際にシャツに関して有するかもしれない何らかの質問に単純に答えるこ
とができる。
【００２８】
　シャツの提示又は選択が完了した後、デザイナーは更に購入者を支援する。デザイナー
は、２１２で、購入者に適合するスカート部分のサイズを決定するために、購入者を身体
採寸するか、又は店舗が仮想店舗である場合には、購入者の寸法に関して問い合わせるこ
とができる。非限定的な例では、測定は、標準的な洋服屋の巻尺を使用するか、又は購入
者により取り込まれるか、又は下記のような他の測定方法によって取り込まれて実行され
る。デザイナーが適切なスカート部分のサイズを選択することができるように、所望の仕
上げに関する購入者からの任意の追加的な情報が購入者から伝達される。店舗が仮想店舗
である場合には、購入者はデザイナーにそれらの寸法を送信することができる。標準的な



(8) JP 6456968 B2 2019.1.23

10

20

30

40

50

洋服屋の巻尺の代わりに、サイズ対応一覧、コンピュータ走査、視覚的走査、又は現在公
知であるか若しくは将来開発される任意の他の方法などの、購入者の寸法を採取する他の
方法が使用されてもよい。デザイナーは、次いで、２１４でシャツに繋ぎ合わされるスカ
ート部分として使用される布の材料、色、及び／又はデザインを選択するために、購入者
によって持ち込まれるか又は購入されたシャツを処理する。
【００２９】
　２１６で、デザイナーは、購入者のシャツ及びシャツに繋ぎ合わせられるスカート部分
を店舗の組立部に移動させる。そこで、デザイナーは、非限定的な実施形態では、選択さ
れたスカート部分にシャツを繋ぎ合わせるために、サージ又は他の裁縫ステッチを使用す
ることができる。１つ以上の裁縫ステッチにより選択されたスカート部分にシャツを繋ぎ
合わせる代わりに又はそれに加えて、選択されたスカート部分にシャツを繋ぎ合わせる他
の方法が使用されてもよい。このような繋ぎ合わせは、ベルクロ（登録商標）、弾性ゴム
、グロメット、レーシング、ボタン、又は現在公知であるか若しくは将来開発される任意
の他の繋ぎ合わせ方法による繋ぎ合わせによって達成され得る。裁縫ステッチの使用によ
る選択されたスカート部分へのシャツの繋ぎ合わせを達成するために、デザイナーは、シ
ャツ及び選択されたスカート部分を逆にすることができ、単一の洋服を形成するようにシ
ャツ及びスカート部分の周囲全体に適用される完全な裁縫ステッチを可能にする十分な手
段で、シャツの下縁及び選択されたスカート部分の上縁を重ねることができる。繋ぎ合わ
せの他の方法が裁縫ステッチの代わりに使用され得るが、各々の方法が選択されたスカー
ト部分にシャツをしっかりと取り付ける。上のシャツ部分及び下の繋ぎ合わされたスカー
ト部分を有する今ではドレスの形態の、シャツ及びスカート部分は、表面が外にくるよう
にもう一度逆にされる。シャツ及びスカート部分を繋ぎ合わせる他の方法は、繋ぎ合わせ
の前に各々の部分の逆転を必要としない場合がある。デザイナーは、次いで完成したドレ
スを購入者へ提示するか又は別途搬送する。
【００３０】
　２２０で、購入者は、完成したドレスの占有を取得して、ドレス、及び購入者が購入す
るために選択した任意の他のアイテムの支払を行う。
【００３１】
　ここで図３を参照すると、この図は、本発明のいくつかの実施形態と整合した、完成し
たドレスの正面図である。ドレス３００の上部分は、店舗で購入されたか又は購入者が店
舗に持参したシャツ３０４からなる。シャツは、ドレス３００の下部分を形成するスカー
ト部分３１２に繋ぎ合わされる（３０８）。店舗の組立場所において実行されるステップ
は、スカート部分３１２に対するシャツ３０４の説明された繋ぎ合わせによるドレス３０
０の作製を可能にする。
【００３２】
　先に説明されたように、完成したドレス３００は店舗内で作製され、購入者は図３に提
示されるアイテムと一致したドレスを最終的な結果として受け取る。
【００３３】
　ここで図４を参照すると、この図は、本発明のいくつかの実施形態と整合した、購入者
が着用した完成したドレスの図である。この図に限定されると考慮してはならず、追加的
な要素が、購入者の要望に対処するために、組立工程ステップの間に導入され得る。この
ような要素としては、縁部、縫目、及び裾に沿ったレース又は他の布を挙げることができ
る。追加的に、フリンジ若しくはビーズ細工、ボタン、グロメット、アップリケ、ジッパ
ー、又は任意の他のアクセサリアイテムといった仕上げ作業が、ドレスを更にカスタマイ
ズするためにドレスに加えられてもよく、又はスカート部分にシャツを繋ぎ合わせる方法
として使用されてもよい。
【００３４】
　ドレスの作製に対するこれらの追加的なステップは、ドレスの作製の間に、購入者の要
求により実行されてもよい。工程の組立ステップの間にカスタマイズされたドレスに取り
付けられるか、又は持ち帰ることができる（ビーズキットなど）、これらの追加的な要素
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れ得る。
【００３５】
　一実施形態では、店舗はまた、予め製造されて購入者への即時販売のためにディスプレ
イされる既製のドレスを提供することができる。これらのドレス、並びにすべての他の小
売アイテムは、イベント、ファションショー、基金パーティー、パーティー、並びに店舗
でのイベント、外部の店舗でのイベント、又はホームパーティー及びイベントを含む特売
イベント、のための特別な保管エリアに店舗のフロアから出すことができるラックにディ
スプレイされ得る。店舗は、その週、その月、又はその年の「ベストドレス」を宣伝し顧
客の人気例をディスプレイするファションショーを開催することができる。店舗は、衣類
区域に隣接した美容院及び温泉、並びにティーバー及びビバリッジバーといった特殊な特
徴を有することができ、その結果、ドレスを製造している間に、購入者は特別な待遇を楽
しむことができる。
【００３６】
　実施形態の上記の詳細な説明は、本発明の特定の実施形態を例示する添付の図面を参照
する。異なる構造及び作業を有する他の実施形態は、本発明の範囲から逸脱しない。用語
「本発明」などは、本明細書に記載される本出願人の発明の多くの代替的な態様又は実施
形態のいくつかの特定の例に関して使用され、その使用もその非存在も、本出願人の発明
の範囲又は特許請求の範囲を制限することを目的としない。本明細書は、読み手の便宜の
ためだけに、いくつかの節に分けられる。見出しは、本発明の範囲を限定するものと解釈
されてはならない。定義は、本発明の説明の一部とする。上記の説明は、例示の目的のた
めだけのものであり、限定する目的のためのものではない。

【図１】 【図２】
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