
 

 

 

 

 

２０１１年６月１３日  

アメリカンスポーツカジュアルブランドアメリカンスポーツカジュアルブランドアメリカンスポーツカジュアルブランドアメリカンスポーツカジュアルブランド『『『『ChamChamChamChampionpionpionpion』』』』WOMENWOMENWOMENWOMEN’’’’SSSS コレクションコレクションコレクションコレクション    ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年秋冬秋冬秋冬秋冬    新製品発表新製品発表新製品発表新製品発表    

    

チャンピオンらしいヴィンテージチャンピオンらしいヴィンテージチャンピオンらしいヴィンテージチャンピオンらしいヴィンテージ感感感感あふれるあふれるあふれるあふれる王道王道王道王道ののののアメカジテイストはそのままにアメカジテイストはそのままにアメカジテイストはそのままにアメカジテイストはそのままに・・・・・・・・・・・・    

ふんわりとボリュームふんわりとボリュームふんわりとボリュームふんわりとボリューム感感感感のあるパターンのあるパターンのあるパターンのあるパターン、、、、ソフトタッチなソフトタッチなソフトタッチなソフトタッチな生地生地生地生地のののの風合風合風合風合いなどいなどいなどいなど、、、、    

女性女性女性女性らしいらしいらしいらしい美美美美しさがしさがしさがしさが引引引引きききき立立立立つシルエットやつシルエットやつシルエットやつシルエットや素材素材素材素材にアレンジしたにアレンジしたにアレンジしたにアレンジした    

オーセンティックなアメカジアイテムがオーセンティックなアメカジアイテムがオーセンティックなアメカジアイテムがオーセンティックなアメカジアイテムが勢揃勢揃勢揃勢揃いいいい！！！！    
    

カットオフスリーブカットオフスリーブカットオフスリーブカットオフスリーブ、、、、ショートショートショートショート丈丈丈丈、、、、ボリュームボリュームボリュームボリューム感感感感のあるワッペンなどのあるワッペンなどのあるワッペンなどのあるワッペンなど、、、、ディテールへのこだわりディテールへのこだわりディテールへのこだわりディテールへのこだわりもももも満載満載満載満載！！！！        
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

アメリカンスポーツカジュアルのリーディングブランド“チャンピオン” （製造・発売元：ヘインズブランズ ジャパン株式会社、本社：東京

都新宿区）では、２０１１年７月下旬より、『Champion WOMEN’S
ウ ィ メ ン ズ

』ラインの２０１１年秋冬新作コレクションを、全国のジーンズカジュアル

専門店、チャンピオンコーナー・ショップ、公式オンラインストア、楽天イーショップなどで、順次発売します。 

アメカジのヴィンテージ感やカレッジテイストはそのままに、素材やシルエットなどに女性らしいアレンジを加えて、気軽にアメカジを楽しめる

『Champion WOMEN’S
ウ ィ メ ン ズ

』ライン。この秋冬は、ウォッシュ加工などを施した風合いあふれる素材や、女性らしいパターンで、やわらかくふん

わりとしたシルエットを表現し、ネックラインや手首を美しく見せるデザインが充実。アスレチックフィールドで培った、チャンピオンならではのスポ

ーツテイストや、カレッジで育ったホンモノのアメカジテイストはそのままに、チャンピオンらしい無骨で男っぽい色使いやグラフィックを活かしなが

ら、大人の女性でもヴィンテージ感のあるアメカジが楽しめるラインナップです。 

 
※画像データをご希望の場合は㈱ジャパン・カウンセラーズ（TEL：03-3523-8210）までお問合わせください。 

【【【【左左左左からからからから時計周時計周時計周時計周りにりにりにりに】】】】ウールカーディガンウールカーディガンウールカーディガンウールカーディガン（（（（ﾈｲﾋﾞｰﾈｲﾋﾞｰﾈｲﾋﾞｰﾈｲﾋﾞｰ）、）、）、）、3/43/43/43/4 スリーブフットボールスリーブフットボールスリーブフットボールスリーブフットボール TTTT シャツシャツシャツシャツ（（（（ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸ）、）、）、）、リバースウィーブカットオフフーデッドシャツリバースウィーブカットオフフーデッドシャツリバースウィーブカットオフフーデッドシャツリバースウィーブカットオフフーデッドシャツ（（（（ｵｰﾄﾐｰﾙｵｰﾄﾐｰﾙｵｰﾄﾐｰﾙｵｰﾄﾐｰﾙ））））    



◀ 生地に馴染んでさりげないアクセントとなる 

オイルプリントのナンバリング    

▲ やわらかい色味で、 

より女性らしい印象に    ふんわりとやわらかいシルエットを描く ▲ 

切りっぱなしの袖      

■■■■リバースウィーブリバースウィーブリバースウィーブリバースウィーブ    カットオフフーデッドシャツカットオフフーデッドシャツカットオフフーデッドシャツカットオフフーデッドシャツ（（（（CWCWCWCW----Y105Y105Y105Y105））））    

カラーカラーカラーカラー：：：：オートミールオートミールオートミールオートミール、、、、オックスフォードグレーオックスフォードグレーオックスフォードグレーオックスフォードグレー、、、、ブラックブラックブラックブラック、、、、ネイビーネイビーネイビーネイビー、、、、    

カーキカーキカーキカーキ、、、、レッドレッドレッドレッド    

サイズサイズサイズサイズ：：：：S/M/LS/M/LS/M/LS/M/L            本体本体本体本体価格価格価格価格：：：：\\\\5555,900,900,900,900    
 

袖を切りっぱなしにしさらにガーメントウォッシュ加工で生地のやわら

かさが増したことで、よりふんわりとした美しいドレープができ、体をや

わらかくゆったりと包み込んで女性らしいシルエットで着られるフーデッ

ドシャツ。袖口から伸びる手首が、女性らしさを強調します。また、

首元のフードの重なり部分が、ふんわりと優しいネックラインを演出し

ます。 

シンプルなボディに、袖口の C マーク（Champion の頭文字）がワンポ

イントとなっています。プリントは染み込みプリント（※）で、あたたかみ

のある柔らかい雰囲気に。 

メンズで特に人気の高い「リバースウィーブ」仕様のため、彼のリバー

スウィーブとのさりげないペアスタイルも楽しめます。 

（※オートミール、オックスフォードグレーのみ。他カラーはオイルプリン

ト） 

    

    

    

    

    

■■■■リバースウィーブリバースウィーブリバースウィーブリバースウィーブ    ロングスリーブチュニックロングスリーブチュニックロングスリーブチュニックロングスリーブチュニック TTTT シャツシャツシャツシャツ（（（（CWCWCWCW----Y412Y412Y412Y412））））    

カラーカラーカラーカラー：：：：ネイビーネイビーネイビーネイビー、、、、オックスフォードグレーオックスフォードグレーオックスフォードグレーオックスフォードグレー、、、、ブラックブラックブラックブラック、、、、カーキカーキカーキカーキ、、、、    

オートミールオートミールオートミールオートミール、、、、レッドレッドレッドレッド    

サイズサイズサイズサイズ：：：：S/M/LS/M/LS/M/LS/M/L            本体価格本体価格本体価格本体価格：：：：\\\\4,9004,9004,9004,900    
 

ネックラインを広めにとり、鎖骨をきれいに見せてくれます。袖はレトロ

な印象も与える長めのリブで、パフスリーブのようにふんわりと仕上げ、

キュートでセクシーなのに大人っぽさをも演出できるチュニックシャツで

す。 

ナンバリングはオイルプリント（※）で施され、生地に馴染んで主張し

すぎないアクセントに。ジーンズとの組み合わせはもちろん、レギンス

やタイツとの組み合わせで少しセクシーに着こなしても。 

メンズでは特に人気の高い「リバースウィーブ」仕様だから、彼のリバー

スウィーブとのさりげないペアスタイルも楽しめます。 

（※ネイビー、ブラック、カーキのみ。他カラーは染込プリント）    

        

    

    

    

    

    

    

～～～～REVERSE WEAVEREVERSE WEAVEREVERSE WEAVEREVERSE WEAVE®®®®（（（（リバースウィーブリバースウィーブリバースウィーブリバースウィーブ））））とはとはとはとは～～～～    

チャンピオンが「ザ・キング・オブ・スウェットシャツ」と呼ばれるように至った、ブランド独自の伝統的な製法およ

び、その製法を用いたアイテムの名称。1938 年と 1952 年に製法特許を取得している。縦編みの生地を横

向きに使用することで洗濯時の縦方向の縮みを軽減し、両サイドにアクションリブを採用して横方向への縮み

を防ぎ動きやすくしている。アスレチックウェア（訓練着）としての用途に必要な機能性や耐久性を兼ね備えて

進化を続けながら、アメリカンカジュアルを代表するファッションアイテムとしても受け入れられている。    



◀ もこもこ感とひび割れ感が楽しい 

クラッキングフロッキープリント    

◀ 古着のようなテイストが楽しめる 

クラッキングエナメルプリント    

■■■■3/43/43/43/4 スリーブフットボールスリーブフットボールスリーブフットボールスリーブフットボール TTTT シャツシャツシャツシャツ（（（（CWCWCWCW----Y415Y415Y415Y415）））） 

カラーカラーカラーカラー：：：：ブブブブラックラックラックラック、、、、オフホワイトオフホワイトオフホワイトオフホワイト、、、、オックスフォードグレーオックスフォードグレーオックスフォードグレーオックスフォードグレー、、、、    

ダークグリーンダークグリーンダークグリーンダークグリーン    

サイズサイズサイズサイズ：：：：M/LM/LM/LM/L            本体価格本体価格本体価格本体価格：：：：\\\\5555,900,900,900,900    
 

 

無骨なイメージのフットボール T を、絶妙なバランスで女性らしくアレ

ンジした１枚。BIG シルエットで少しゆったり目の身幅と短め丈で、

女性らしいボディラインが引き立ちます。また、襟ぐりを広めにとり、ネ

ックラインも美しく。さらに 7 分丈の袖は、華奢な手首を強調して、

一層女性らしさあふれるアメカジスタイルに仕上げてくれます。ひび

割れた質感のクラッキングエナメルプリント（※）で施されたナンバリン

グと、フットボール T に欠かせない袖のライン使いは、まさにアメカジの

王道。1 枚でシンプルに着ても、インナーのチラ見せなどの重ね着で

も、着回し力抜群で、少し肌寒くなった残暑から長く愛用できる１

枚です。左袖のヴィンテージ風 C ロゴワッペンも、着こなしのアクセン

トに。 

（※ブラック、オックスフォードグレーのみ。他カラーは染込プリント） 

    

    

    

    

■■■■カットオフカットオフカットオフカットオフ    クルーネックスウェットシャツクルーネックスウェットシャツクルーネックスウェットシャツクルーネックスウェットシャツ（（（（CWCWCWCW----Y003Y003Y003Y003））））    

カラーカラーカラーカラー：：：：オックスフォードグレーオックスフォードグレーオックスフォードグレーオックスフォードグレー、、、、ブラックブラックブラックブラック、、、、アーミーグリーンアーミーグリーンアーミーグリーンアーミーグリーン、、、、    

オートミールオートミールオートミールオートミール    

サイズサイズサイズサイズ：：：：M/LM/LM/LM/L            本体価格本体価格本体価格本体価格：：：：\\\\5,9005,9005,9005,900    
 

 

 

メンズの L サイズをカットオフしたようなサイズ感で、少し長めの丈が

体をふんわりと覆って優しい雰囲気で着用できる、BIG シルエットの

スウェット。 

胸元には、カレッジの雰囲気満点のグラフィック。クラッキングフロッキ

ープリントで施されており、フェルトのようなもこもこのプリントがひび割

れて、かわいらしさと古着調のこなれ感がちょうどよくミックスされた、

さりげなくもインパクトのある 1 枚に仕上がっています。 

切りっぱなしの袖がやわらかく体を包み、着るほどに馴染んで、一層

こなれた雰囲気になっていきます。襟ぐりは女性らしく広めにとってい

るので、インナーやアクセサリーとの組み合わせで毎日楽しめそう。バ

インダーネック仕様のタフな仕上がりも、毎日の着回しに適したポイ

ントです。左袖のヴィンテージ風 C ロゴワッペンも、着こなしのアクセ

ントに。 

 

 

 

        



◀ パイル状のボリューム感あるサガラワッペンと、 

ハードな印象を添えるレザーのポケット口    

    

◀ パイル状のボリューム感あるサガラワッペンと、 

繊細な刺繍のフェルトワッペン    

    

▲ 襟元のボタンループがアクセント    

    

■■■■ウールカーディガンウールカーディガンウールカーディガンウールカーディガン（（（（CWCWCWCW----YA01YA01YA01YA01））））    

カラーカラーカラーカラー：：：：ネイビーネイビーネイビーネイビー、、、、チャコールチャコールチャコールチャコール    

サイズサイズサイズサイズ：：：：M/LM/LM/LM/L            本体本体本体本体価格価格価格価格：：：：\\\\12121212,,,,888800000000    
 

あたたかみのあるオレンジと落ち着いたネイビーの配色で、秋冬の雰

囲気たっぷりに着こなしたくなるウールカーディガン。アウターとしてさっ

とはおっても、寒い日にはダウンやコートの下に着てもあたたかくサマ

になる長め丈。アクセントにはパイル状でボリューム感のあるサガラ刺

繍のワッペン、繊細なフェルト刺繍ワッペンなど、手の込んだディテー

ルが満載。袖と襟元は折り返しになっており、あたたかみのあるボリ

ューム感。 

左袖のヴィンテージ風 C ロゴワッペンも、アメカジテイストたっぷりにヴ

ィンテージの雰囲気を演出。少しショート丈のメンズサイズもお揃い

で展開しているので、アメカジ好きの彼と揃えても。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
  

  

■■■■アワードベストアワードベストアワードベストアワードベスト（（（（CWCWCWCW----Y608Y608Y608Y608））））    

カラーカラーカラーカラー：：：：ネネネネイビーイビーイビーイビー、、、、オックスフォードグレーオックスフォードグレーオックスフォードグレーオックスフォードグレー、、、、ブラウンブラウンブラウンブラウン    

サイズサイズサイズサイズ：：：：M/LM/LM/LM/L            本体本体本体本体価格価格価格価格：：：：\\\\19191919,,,,888800000000    
 

インナーとの組み合わせで、秋口から様々な着こなしが楽しめるアワ

ードベスト。ロン T に合わせても、フーデッドスウェットに羽織っても、

首元の印象を変えながら様々な着こなしを叶えてくれます。ボリュー

ム感のあるサガラ刺繍のワッペンや、襟元と裾のライン入りのリブが、

着こなしにアクセントを添えます。さらに

ポケットの口にはレザーを使用し、少し

ハードな印象に。 

 

 

    

    

    

    

    



    

「「「「ChampionChampionChampionChampion    WOMENWOMENWOMENWOMEN’’’’SSSS」」」」コレクションコレクションコレクションコレクション    商品概要商品概要商品概要商品概要一覧一覧一覧一覧    

アイテムアイテムアイテムアイテム    

No.No.No.No.    
アイテムアイテムアイテムアイテム    素材素材素材素材    カラーカラーカラーカラー    サイズサイズサイズサイズ    

税込希望税込希望税込希望税込希望    

小売価格小売価格小売価格小売価格    

（（（（本体本体本体本体価格価格価格価格））））    

CWCWCWCW----Y415Y415Y415Y415    
3/43/43/43/4 スリーブスリーブスリーブスリーブ    

フットボールフットボールフットボールフットボール TTTT シャツシャツシャツシャツ    

10s/110s/110s/110s/1 ｼﾞｬｰｼﾞｰｼﾞｬｰｼﾞｰｼﾞｬｰｼﾞｰｼﾞｬｰｼﾞｰ    

ｺｯﾄﾝｺｯﾄﾝｺｯﾄﾝｺｯﾄﾝ 100100100100％％％％    

ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸ    

ｵﾌｵﾌｵﾌｵﾌﾎﾜｲﾄﾎﾜｲﾄﾎﾜｲﾄﾎﾜｲﾄ    

ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｸﾞﾚｰｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｸﾞﾚｰｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｸﾞﾚｰｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｸﾞﾚｰ    

ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ    

M/M/M/M/LLLL    
\\\\6666,,,,195195195195    

（（（（\\\\5555,,,,909090900000））））    

CWCWCWCW----Y105Y105Y105Y105    

リバースウィーブリバースウィーブリバースウィーブリバースウィーブ    

カットオフカットオフカットオフカットオフ    

フーデッドシャツフーデッドシャツフーデッドシャツフーデッドシャツ    

ﾘﾊﾞｰｽｳｨｰﾌﾞﾘﾊﾞｰｽｳｨｰﾌﾞﾘﾊﾞｰｽｳｨｰﾌﾞﾘﾊﾞｰｽｳｨｰﾌﾞ    

9.4oz9.4oz9.4oz9.4oz ｼﾞｬｰｼﾞｰｼﾞｬｰｼﾞｰｼﾞｬｰｼﾞｰｼﾞｬｰｼﾞｰ    

ｺｯﾄﾝｺｯﾄﾝｺｯﾄﾝｺｯﾄﾝ 100100100100％％％％    

ｵｰﾄﾐｰﾙｵｰﾄﾐｰﾙｵｰﾄﾐｰﾙｵｰﾄﾐｰﾙ    

ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｸﾞﾚｰｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｸﾞﾚｰｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｸﾞﾚｰｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｸﾞﾚｰ    

ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸ    

ﾈｲﾋﾞｰﾈｲﾋﾞｰﾈｲﾋﾞｰﾈｲﾋﾞｰ    

ｶｰｷｶｰｷｶｰｷｶｰｷ    

ﾚﾚﾚﾚｯﾄﾞｯﾄﾞｯﾄﾞｯﾄﾞ    

S/M/S/M/S/M/S/M/LLLL    
\\\\6666,,,,195195195195    

（（（（\\\\5,9005,9005,9005,900））））    

CWCWCWCW----Y003Y003Y003Y003    

カットオフカットオフカットオフカットオフ    

クルーネッククルーネッククルーネッククルーネック    

スウェットシャツスウェットシャツスウェットシャツスウェットシャツ    

ﾗｲﾄｳｪｲﾄﾗｲﾄｳｪｲﾄﾗｲﾄｳｪｲﾄﾗｲﾄｳｪｲﾄ    

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾃﾘｰﾌﾘｰｽｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾃﾘｰﾌﾘｰｽｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾃﾘｰﾌﾘｰｽｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾃﾘｰﾌﾘｰｽ    

ｺｯﾄﾝｺｯﾄﾝｺｯﾄﾝｺｯﾄﾝ 100100100100％％％％    

ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｸﾞﾚｰｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｸﾞﾚｰｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｸﾞﾚｰｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｸﾞﾚｰ    

ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸ    

ｱｰﾐｰｸﾞﾘｰﾝｱｰﾐｰｸﾞﾘｰﾝｱｰﾐｰｸﾞﾘｰﾝｱｰﾐｰｸﾞﾘｰﾝ    

ｵｰﾄﾐｰﾙｵｰﾄﾐｰﾙｵｰﾄﾐｰﾙｵｰﾄﾐｰﾙ    

M/M/M/M/LLLL    
\\\\6666,,,,111195959595    

（（（（\\\\5555,900,900,900,900））））    

CWCWCWCW----Y412Y412Y412Y412    

リバースウィーブリバースウィーブリバースウィーブリバースウィーブ    

ロングスリーブロングスリーブロングスリーブロングスリーブ    

チュニックチュニックチュニックチュニック TTTT シャツシャツシャツシャツ    

ﾘﾊﾞｰｽｳｨｰﾌﾞﾘﾊﾞｰｽｳｨｰﾌﾞﾘﾊﾞｰｽｳｨｰﾌﾞﾘﾊﾞｰｽｳｨｰﾌﾞ    

9.4oz9.4oz9.4oz9.4oz ｼﾞｬｰｼﾞｰｼﾞｬｰｼﾞｰｼﾞｬｰｼﾞｰｼﾞｬｰｼﾞｰ    

ｺｯﾄﾝｺｯﾄﾝｺｯﾄﾝｺｯﾄﾝ 100100100100％％％％    

ﾈｲﾋﾞｰﾈｲﾋﾞｰﾈｲﾋﾞｰﾈｲﾋﾞｰ    

ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｸﾞﾚｰｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｸﾞﾚｰｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｸﾞﾚｰｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｸﾞﾚｰ    

ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸ    

ｶｰｷｶｰｷｶｰｷｶｰｷ    

ｵｰﾄﾐｰﾙｵｰﾄﾐｰﾙｵｰﾄﾐｰﾙｵｰﾄﾐｰﾙ    

ﾚｯﾄﾚｯﾄﾚｯﾄﾚｯﾄﾞ゙゙゙    

S/M/S/M/S/M/S/M/LLLL    
\\\\5555,,,,145145145145    

（（（（\\\\4,9004,9004,9004,900））））    

CWCWCWCW----YA01YA01YA01YA01    ウールカーディガンウールカーディガンウールカーディガンウールカーディガン    

2/242/242/242/24 ｳｰﾙｳｰﾙｳｰﾙｳｰﾙ    

ﾌﾟﾚｰﾝｽﾃｯﾁﾌﾟﾚｰﾝｽﾃｯﾁﾌﾟﾚｰﾝｽﾃｯﾁﾌﾟﾚｰﾝｽﾃｯﾁ    

ｳｰﾙｳｰﾙｳｰﾙｳｰﾙ 100%100%100%100%    

6PLY 3Gauge6PLY 3Gauge6PLY 3Gauge6PLY 3Gauge    

ﾈｲﾋﾞｰﾈｲﾋﾞｰﾈｲﾋﾞｰﾈｲﾋﾞｰ    

ﾁｬｺｰﾙﾁｬｺｰﾙﾁｬｺｰﾙﾁｬｺｰﾙ    
M/M/M/M/LLLL    

\\\\13131313,,,,440440440440    

（（（（\\\\12121212,,,,888800000000））））    

CWCWCWCW----Y608Y608Y608Y608    アワードベストアワードベストアワードベストアワードベスト    

ﾒﾙﾄﾝﾒﾙﾄﾝﾒﾙﾄﾝﾒﾙﾄﾝ××××ﾚｻﾞｰﾚｻﾞｰﾚｻﾞｰﾚｻﾞｰ    

身頃身頃身頃身頃：：：：ﾒﾙﾄﾝｳｰﾙﾒﾙﾄﾝｳｰﾙﾒﾙﾄﾝｳｰﾙﾒﾙﾄﾝｳｰﾙ 80%80%80%80%、、、、    

    ﾅｲﾛﾝﾅｲﾛﾝﾅｲﾛﾝﾅｲﾛﾝ 20%20%20%20%    

ﾎﾟｹｯﾄﾎﾟｹｯﾄﾎﾟｹｯﾄﾎﾟｹｯﾄ口口口口部分部分部分部分    

：：：：ﾋﾟｯｸﾞﾚｻﾞｰﾋﾟｯｸﾞﾚｻﾞｰﾋﾟｯｸﾞﾚｻﾞｰﾋﾟｯｸﾞﾚｻﾞｰ    

裏地裏地裏地裏地：：：：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 100%100%100%100%    

ﾈｲﾋﾞｰﾈｲﾋﾞｰﾈｲﾋﾞｰﾈｲﾋﾞｰ    

ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｸﾞﾚｰｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｸﾞﾚｰｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｸﾞﾚｰｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｸﾞﾚｰ    

ﾌﾞﾗｳﾝﾌﾞﾗｳﾝﾌﾞﾗｳﾝﾌﾞﾗｳﾝ    

M/M/M/M/LLLL    
\\\\20202020,,,,790790790790    

（（（（\\\\19,819,819,819,800000000））））    

 

 

本本本本リリーリリーリリーリリース・ス・ス・ス・画像画像画像画像・サンプルお・サンプルお・サンプルお・サンプルお貸貸貸貸しししし出出出出しししし等等等等にににに関関関関するおするおするおするお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ    
株式会社ジャパン・カウンセラーズ 

チャンピオン PR 担当 

TEL：03－3523－8210 FAX：03－3523－8211 

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 3 丁目 9 番 7 号 泰和ビル 5 階    

    

読者読者読者読者からのおからのおからのおからのお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

ヘインズブランズ ジャパン株式会社 

TEL：03-5361-2860 （Champion 専用） 

公式通販サイト：http://www.hanesbrandsinc.jp/ 

ＵＲＬ：http://www.championusa.jp 


