２０１１年６月１３日

-アメリカンスポーツカジュアルブランド『Champion』アンダーウェアコレクション ２０１１年秋冬新作発表-

“アスレチックウェア
アスレチックウェア”
ウェア”を起源とする
起源とする Champion のアンダーウェア

ラメが
ラメが光るドット総柄
ドット総柄プリントや
総柄プリントや
秋冬らしい
秋冬らしい渋
らしい渋めの新色
めの新色など
新色など
シックでかつスポーツ
シックでかつスポーツテイストあふれるアイテムが
スポーツテイストあふれるアイテムが続
テイストあふれるアイテムが続々登場！
登場！
カジュアルシーンはもちろんアクティブな
カジュアルシーンはもちろんアクティブなシーンまで
アクティブなシーンまで対応
シーンまで対応できるデザイン・
対応できるデザイン・機能
できるデザイン・機能をもたせた
機能をもたせた
スポーツテイスト
スポーツテイストアンダーウェアです
テイストアンダーウェアです。
アンダーウェアです。

【左から】
から】ビッグドット総柄
ビッグドット総柄プリントショートボクサー
総柄プリントショートボクサー（
プリントショートボクサー（C26C26-028）、
028）、メッシュロゴ
）、メッシュロゴプリント
メッシュロゴプリントボクサーブリーフ
プリントボクサーブリーフ（
ボクサーブリーフ（C26C26-020）、
020）、
ドット C マークプリントボクサーブリーフ
マークプリントボクサーブリーフ（
ボクサーブリーフ（C26C26-026）、
026）、バックプリントボクサーブリーフ
）、バックプリントボクサーブリーフ（
バックプリントボクサーブリーフ（C26C26-027）
027）
※画像データをご
画像データをご希望
データをご希望の
希望の際は㈱ジャパン・カウンセラーズ（
ジャパン・カウンセラーズ（TEL：
TEL：0303-35233523-8210）
8210）までお問合
までお問合わせください
問合わせください。
わせください。

アメリカンスポーツカジュアルブランド 「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）は、２０１１年９月下旬より、全国のチャンピオンコーナー・ショップ、ジーンズカジュアル専門店、
量販店、公式オンラインストア、楽天イーショップなどで、ドット総柄プリントのドット部分にラメを施し、これまでに
はないテイストのデザインや、人気のゴールドカラーの「C」ロゴプリントタイプにアーミーグリーンやブラウンなど秋冬シ
ーズンらしい新色を取り入れたボクサーブリーフを発売します。
カジュアルからアクティブなシーンまでカバーするファッション性と機能性を兼ね備えたチャンピオン・アンダーウェアの
SPORT（スポルト）ライン。秋冬シーズンにぴったりのシックなカラーで、「C」ロゴのデザインやカラーなどディテールに
はちょっとした遊び心を取り入れた、学生から大人まで楽しめるスポーツテイストのアンダーウェアを取り揃えました。
もちろん、SPORT ラインならではの消臭機能糸や、吸汗速乾機能（double DRY®）も付き、臭いやべたつきなども
解消できます。
※double DRY®（ダブルドライ®）：チャンピオンの吸汗速乾機能を持つ商品のネーミングでチャンピオンの登録商標です。
ドライで快適な着心地をキープします。

■ビッグドット総柄
ビッグドット総柄プリント
総柄プリントショートボクサー
プリントショートボクサー（
ショートボクサー（消臭機能糸使用、
消臭機能糸使用、double DRY®）

シリコンタイプの
「Champion」ロゴ

品番：
品番：C26C26-028
価格：
価格：\1,500（
1,500（本体価格）
本体価格）
素材：
素材：吸汗速乾ベア
吸汗速乾ベア天竺
ベア天竺
（コットン 60%、
60%、ポリエステル 35%、
35%、ポリウレタン 5%）
5%）
ｻｲｽﾞ：
ｻｲｽﾞ：M-LL
カラー：
カラー：ブラック、
ブラック、ブラック×
ブラック×ゴールド
人気のドット
人気のドット総柄
のドット総柄プリントのショートボクサーブリーフ
総柄プリントのショートボクサーブリーフ。
プリントのショートボクサーブリーフ。
今秋冬シーズンはウェストバンドの
今秋冬シーズンはウェストバンドの「
シーズンはウェストバンドの「Champion」
Champion」ロゴにシリコンを
ロゴにシリコンを
採用し
採用し、ドット部分
ドット部分にはラメを
部分にはラメを散
にはラメを散りばめ、
りばめ、遊び心たっぷりに仕上
たっぷりに仕上げ
仕上げ
ました。
ました。いまや定番
いまや定番になりつつある
定番になりつつある好評
になりつつある好評のブラックゴールドのコント
好評のブラックゴールドのコント
ラストに、
ラストに、ラメ入
ラメ入りのドットプリントが映
りのドットプリントが映えます。
えます。

ラメがキラッと光る
ドットプリント

■メッシュロゴプリント
メッシュロゴプリントボクサーブリーフ
プリントボクサーブリーフ（
ボクサーブリーフ（消臭機能糸使用、
消臭機能糸使用、double DRY®）
品番：
品番：C26C26-020
価格：
価格：\1,500（
1,500（本体価格）
本体価格）
素材：
素材：吸汗速乾メッシュ
吸汗速乾メッシュ
（ポリエステル 95%、
95%、ポリウレタン 5%）
5%）
ｻｲｽﾞ：
ｻｲｽﾞ：M-LL
カラー：
カラー：ダークブラウン、
ダークブラウン、ブラック
秋冬シーズンらしいシックな
秋冬シーズンらしいシックな新色
シーズンらしいシックな新色ダークブラウンを
新色ダークブラウンを
採用しました
しました。
採用
しました。通気性のいいメッシュ
通気性のいいメッシュ素材
のいいメッシュ素材で
素材で、ス
ポーツシーンにも
ポーツシーンにも対応
にも対応し
対応し、ムレにくく
ムレにくく、
にくく、快適な
快適な履き
心地を
心地を持続できます
持続できます。
できます。
渋 めのダークブラウンにゴールドカラーの
めのダークブラウンにゴールドカラーの「
ゴールドカラーの「 C」ロゴ
の存在感が
存在感がスタイリッシュで、
スタイリッシュで、スポーティーな雰囲
スポーティーな雰囲
気を演出しています
演出しています。
しています。

通気性のいい
メッシュ素材

■ドット C マークプリント
マークプリントボクサーブリーフ
プリントボクサーブリーフ（
ボクサーブリーフ（消臭機能糸使用、
消臭機能糸使用、double DRY®）

ドットで構成され
た「C」ロゴ

品番：
品番：C26C26-026
価格：
価格：\1,500（
1,500（本体価格）
本体価格）
素材：
素材：吸汗速乾ベア
吸汗速乾ベア天竺
ベア天竺（
天竺（ポリエステル 50%、
50%、コットン 43％、
43％、ポリウレタン
％、ポリウレタン 7%）
ｻｲｽﾞ：
ｻｲｽﾞ：M-LL
カラー：
カラー：アーミーグリーン、
アーミーグリーン、ブラック
チャンピオンの象徴
チャンピオンの象徴である
象徴である「
である「C」ロゴをゴールドカラーのドットで表現
ロゴをゴールドカラーのドットで表現し
表現し、遊び心を取り入れました。
れました。
秋冬シーズンにぴったりのアーミーグリーンにゴールドカラーが
秋冬シーズンにぴったりのアーミーグリーンにゴールドカラーが映
シーズンにぴったりのアーミーグリーンにゴールドカラーが映え、カジュアルシーンにもスポーツシーンにも対応
カジュアルシーンにもスポーツシーンにも対応で
対応で
きるデザインです。
るデザインです。

■バックプリント
バックプリントボクサーブリーフ
プリントボクサーブリーフ（
ボクサーブリーフ（消臭機能糸使用、
消臭機能糸使用、double DRY®）
品番：
品番：C26C26-027
価格：
価格：\1,500（
1,500（税抜）
税抜）
素材：
素材：吸汗速乾ベア
吸汗速乾ベア天竺
ベア天竺
（ポリエステル 50%
50%、コットン 43％、
43％、ポリウレタン
％、ポリウレタン 7%）
ｻｲｽﾞ：
ｻｲｽﾞ：M-LL
カラー：
カラー：ブラック、
ブラック、アーミーグリーン

←フロント

バックに大
バックに大きくプリントされたロゴが印象的
きくプリントされたロゴが印象的なボクサーブリーフ
印象的なボクサーブリーフ。
なボクサーブリーフ。シンプルなブラックの身生地
シンプルなブラックの身生地にゴールドのロゴが
身生地にゴールドのロゴが印象
にゴールドのロゴが印象
的なアイテムです
なアイテムです。
。
普段もスポーツをする
普段
もスポーツをする時
時
も
、
アンダーウェアはシンプルにかっこよくキメたいという
アンダーウェアは
シンプルにかっこよくキメたいという方
です
もスポーツをする
シンプルにかっこよくキメたいという方にはピッタリで
す。

■Champion ボクサーブリーフ 製品概要■
製品概要■
アイテム
No.

アイテム

素材

C26-028

ビッグドット総柄プリント
ショートボクサー

C26-020

メッシュロゴプリント
ボクサーブリーフ

C26-026

C26-027

吸汗速乾ベア天竺
コットン 60%、ポリエステル
35%、ポリウレタン 5%
消臭機能糸使用
double DRY®
吸汗速乾メッシュ
ポリエステル 95%
ポリウレタン 5%
消臭機能糸使用
double DRY®

カラー

サイズ

税込希望
小売価格
（本体価格）

ブラック
ブラック×ゴールド

ダークブラウン
ブラック
M/L/LL

ドット C マークプリント
ボクサーブリーフ

吸汗速乾ベア天竺
ポリエステル 50%、
コットン 43%、ポリウレタン 7%
消臭機能糸使用
double DRY®

アーミーグリーン
ブラック

バックプリント
ボクサーブリーフ

吸汗速乾ベア天竺
ポリエステル 50%
コットン 43%、ポリウレタン 7%
消臭機能糸使用
double DRY®

ブラック
アーミーグリーン

本リリース・画像
リリース・画像・サンプル
画像・サンプルお
・サンプルお貸し出し等に関するお問
するお問い合わせ
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 3-9-7 泰和ビル 5F
読者からのお
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からのお問い合わせ先
わせ先
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

\1,575
（\1,500）

