２０１１年７月１１日

-アメリカンスポーツカジュアルブランド『Champion』 ２０１１年秋冬新作発表-

“ザ・キング・オブ・スウェットシャツ”
ザ・キング・オブ・スウェットシャツ”を象徴する
象徴する
®
REVERSE WEAVE （リバースウィーブ）
リバースウィーブ）より
￥
￥

王道のミリタリー
王道のミリタリー、
のミリタリー、カレッジグラフィックアイテムから
カレッジグラフィックアイテムから
羽織モノとして
羽織モノとして活躍
モノとして活躍するカーデ
活躍するカーディ
するカーディガンまで
幅広い
幅広いデザイン・スタイルのスウェット
デザイン・スタイルのスウェットが
のスウェットが続々登場！
登場！
ボディの素材感
ボディの素材感やタフな
素材感やタフな縫製
やタフな縫製など
縫製など Champion らしいこだわりを
秋冬シーズンにぴったりのスタイル
秋冬シーズンにぴったりのスタイルで
シーズンにぴったりのスタイルでバリエーション豊富
バリエーション豊富に
豊富に楽しめます
しめます！
ます！

（左から）
から）リバースウィーブプルオーバーフーデッドスウェットシャツ（
リバースウィーブプルオーバーフーデッドスウェットシャツ（C3C3-Y130：
Y130：REVERSE WEAVE
WEAVE）
リバースウィーブジップフーデッドスウェットシャツ（
（C5リバースウィーブジップフーデッドスウェットシャツ
C5-Y103：
Y103：MADE IN USA）、
USA）、リバースウィーブスウェットパンツ
）、リバースウィーブスウェットパンツ（
リバースウィーブスウェットパンツ（C5C5-Y201：
Y201：MADE IN USA）
USA）
※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、セレクトショップ、公式オンラインストア、ネットショップ（楽天イーショップ）などで、チャンピオンの歴
史的銘品「REVERSE WEAVE®（リバースウィーブ）」の新作スウェットアイテムを発売します。その独自の製
法（縦縮みを軽減するための生地の横使いと横方向の動きやすさを得る両脇のアクションリブ）と歴史が、
現在もファンを魅了してやまないリバースウィーブですが、２０１１年秋冬シーズンはカレッジやミリタリーなど王
道のグラフィックアイテムの他、ストレートシルエットのスウェットパンツに、柔らかい風合いの素材を使用したカ
ーディガンなど多彩に取り揃えました。チャンピオンならではの歴史、伝統、そしてこだわりをお好みのスタイル
で楽しんでいただけます。

MADE IN USA ライン

リバースウィーブ・オリジナル（１２．
１２．５ｏｚ、
ｏｚ、赤単色タグ
赤単色タグ）
タグ）
素材調達、糸の選定、縫製等、全工程をアメリカで行い、アメリカ製へのこだわりを受け継ぐ商品ライン
「MADE IN USA」シリーズ。肉厚でざっくりとした風合いと、ドライな肌触りが、まさに「本物の米国生まれのブ
ランド」であることを象徴しており、ヴィンテージのコレクターの間では、人気の高い「赤単タグ」（赤単色タグ）
がついた、チャンピオン最高峰のコレクションです。
■リバースウィーブ ジップフーデッドスウェットシャツ

【バック】

【フロント】

品番：
価格：
品番：C5C5-Y103
価格：\13,800（
13,800（本体価格）
本体価格）
ｻｲｽﾞ
ｽﾞ：
ｻｲ
ｽﾞ：S/M/L/XL ｶﾗｰ：
ｶﾗｰ：ﾈｲﾋﾞｰ、
ﾈｲﾋﾞｰ、ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｸﾞﾚｰ
素材：
素材：USA RW ﾍﾋﾞｰｳｪｲﾄﾃﾘｰﾌﾘｰｽ、
ﾍﾋﾞｰｳｪｲﾄﾃﾘｰﾌﾘｰｽ、
ｺｯﾄﾝ 90%、
90%、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 10%、
10%、12.5oz/yd2

【赤単タグ】→

MADE IN USA ラインのジップフーデッドスウェットシャツでは
ラインのジップフーデッドスウェットシャツでは初
スウェットシャツでは初のバックプリントアイテム。
のバックプリントアイテム。
US メイドのリバースウィーブに、
メイドのリバースウィーブに、チャンピオンと深
チャンピオンと深い関わりがあった米国有数
わりがあった米国有数の
米国有数の名門校 UCLA®のグラフィックを
施し、まさに、
まさに、’７０年代
７０年代のブックストア
年代のブックストア（
のブックストア（大学生協のようなキャンパス
大学生協のようなキャンパス内店舗
のようなキャンパス内店舗）
内店舗）で販売されていたアイテムその
販売されていたアイテムその
もの。
もの。ネイビーにイエロープリントのコントラストが
ネイビーにイエロープリントのコントラストが、
のコントラストが、コーディネートのアクセントになります。
コーディネートのアクセントになります。
■リバースウィーブ スウェットパンツ
品番：
価格：
品番：C5C5-Y201
価格：\11,800（
11,800（本体価格）
本体価格）
ｻｲｽﾞ：
：S/M/L/XL
ｻｲｽﾞ
ｶﾗｰ：
ｶﾗｰ：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、ﾈｲﾋﾞｰ、
ﾈｲﾋﾞｰ、ﾌﾞﾗｯｸ
素材：
素材：USA RW ﾍﾋﾞｰｳｪｲﾄﾃﾘｰﾌﾘｰｽ、
ﾍﾋﾞｰｳｪｲﾄﾃﾘｰﾌﾘｰｽ、
ｺｯﾄﾝ 90%、
90%、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 10%、
10%、12.5oz/yd2
リバースウィーブ
リバースウィーブ最大
スウィーブ最大の
最大の特徴のひとつで
特徴のひとつで、
のひとつで、またデザインとして
も映えるアクションリブをサイドに施
えるアクションリブをサイドに施したストレートタイプのス
ウェットパンツ。
ウェットパンツ。
MADE IN USA シリーズでは初
シリーズでは初のストレートシルエットで、
のストレートシルエットで、
「本物」、「
本物」、「トレンドファッション
」、「トレンドファッション」
トレンドファッション」双方を
双方を楽しめます！
しめます！

←サイドのアクションリブ

リバースウィーブ（
リバースウィーブ（１１．
１１．５oz、
oz、青単色タグ
青単色タグ）
タグ）
現在のヴィンテージ市場でも高い支持を受ける’
’７０年代のリバースウィーブにみられた、完成度が高く、「洗
うほどにタフになり、着込むほどに独特の風合い・味が出る」という魅力を極限まで再現し、２０１０年秋冬シ
ーズンに満を持して発表された、新素材（１１．５ｏｚ）の「リバースウィーブ」からは、まさにリバースウィーブが誕
生するきっかけとなった「ミリタリー」をモチーフにしたアイテムを発売します。
昨年のデビュー後、ファンの間でも話題となった、ボディの素材感・風合いに注目です。
■リバースウィーブ プルオーバーフーデッドスウェットシャツ
プルオーバーフーデッドスウェットシャツ
品番：
品番：C3C3-Y130
価格：
価格：\10,800
10,800（
,800（本体価格）
本体価格）
ｻｲｽﾞ：
ｻｲｽﾞ：S/M/L/XL
ｶﾗｰ：
ｶﾗｰ：ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ、
ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ、ﾌﾞﾗｯｸ、
ﾌﾞﾗｯｸ、ﾈｲﾋﾞｰ
素材：
素材：RW11.5oz テリーフリース
ｺｯﾄﾝ 90%、
90%、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 10%、
10%、
11.5oz/yd2
１１．
１１．５ｏｚ素材
ｏｚ素材では
素材では、
では、初となる「
となる「USAFA（
USAFA（US エアフォー
スアカデミー）」
）」のロゴをリフレクタープリントで
スアカデミー
）」のロゴをリフレクタープリントで表
のロゴをリフレクタープリントで表わした、
わした、
本格的なミリタリーアイテム
本格的なミリタリーアイテム。
なミリタリーアイテム。大き目サイズのフードは、
サイズのフードは、
飛行機に
飛行機に乗る際にヘルメットをかぶるためだったとも言
にヘルメットをかぶるためだったとも言
われています。
われています。
肉厚でふくらみのあるボディのタフさが
肉厚でふくらみのあるボディのタフさが、「
でふくらみのあるボディのタフさが、「本物
、「本物」
本物」の雰囲
気をより一層引
をより一層引き
一層引き立てています。
てています。

←バックスタイル
（リフレクタープリント）

リバースウィーブ（
リバースウィーブ（９．５oz）
oz）
９．５ｏｚ素材のリバースウィーブでは、綿８０% アクリル２０%の吊り裏毛（糸にテンションをかけない吊り編み
機で丁寧に編み上げた裏起毛素材）を使用。裏面の起毛の度合いも、あえて薄い“微起毛”としており、
通年着用できるソフトな肌触りと膨らみ、両方をお楽しみいただけます。
■リバースウィーブ スウェットカーディ
スウェットカーディガン
品番：
品番：C3C3-Y002
価格：
価格：\7,900（
7,900（本体価格）
本体価格）
ｻｲｽﾞ：
ｻｲｽﾞ：M/L/XL
ｶﾗｰ：
ｶﾗｰ：ﾍｻﾞｰﾁｬｺｰﾙ、
ﾍｻﾞｰﾁｬｺｰﾙ、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、
ﾍｻﾞｰﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ
ﾍｻﾞｰﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ、
ｰﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ、ﾍｻﾞｰﾚｯﾄﾞ
素材：
素材：RW9oz テリーフリース
ｺｯﾄﾝ 80%、
80%、ｱｸﾘﾙ 20%、
20%、9oz/yd2
端境期の
端境期の羽織モノとしてピッタリのリバースウィーブ
羽織モノとしてピッタリのリバースウィーブ仕様
モノとしてピッタリのリバースウィーブ仕様
のスウェットカーディガン。
のスウェットカーディガン。ヘザーカラーがソフトで柔
ヘザーカラーがソフトで柔らか
な素材感を
素材感を一層引き
一層引き立て、また生地
また生地のふくらみは
生地のふくらみは残
のふくらみは残し
ながらも薄手
ながらも薄手に
薄手に仕上げているため
仕上げているため、
げているため、秋から冬
から冬、そして少
そして少
し暖かくなってくる時期
かくなってくる時期まで
時期まで対応
まで対応できます
対応できます。
できます。
スウェット地
スウェット地のカーディガンならではの多彩
のカーディガンならではの多彩なコーディネ
多彩なコーディネ
ートを楽
ートを楽しんでいただけます。
しんでいただけます。

■MADE IN USA ライン リバースウィーブ・オ
リバースウィーブ・オリジナル
赤単タグ）
製品概要■
ィーブ・オリジナル（
リジナル（赤単タグ
タグ） 製品概要■
アイテム
No.

アイテム

素材

カラー

サイズ

税込価格
（本体価格）

C5-Y103

ﾘﾊﾞｰｽｳｨｰﾌﾞ
ﾌｰﾃﾞｯﾄﾞｽｳｪｯﾄｼｬﾂ

USA RW ヘビーウェイト
テリーフリース
ｺｯﾄﾝ 90%､ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 10%
12.5oz/yd2

ﾈｲﾋﾞｰ、
ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｸﾞﾚｰ

S/M/L/XL

\14,490
(\13,800)

C5-Y201

ﾘﾊﾞｰｽｳｨｰﾌﾞ
ｽｳｪｯﾄﾊﾟﾝﾂ

USA RW ヘビーウェイト
テリーフリース
ｺｯﾄﾝ 90%､ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 10%
12.5oz/yd2

ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｸﾞﾚｰ、
ﾌﾞﾗｯｸ、
ﾈｲﾋﾞｰ

S/M/L/XL

\12,390
(\11,800)

■リバースウィーブ製品概要
リバースウィーブ製品概要■
製品概要■
アイテム
No.

アイテム

素材

カラー

サイズ

税込価格
（本体価格）

C3-Y130

ﾘﾊﾞｰｽｳｨｰﾌﾞ
ﾌﾟﾙｵｰﾊﾞｰﾌｰﾃﾞｯﾄﾞ
ｽｳｪｯﾄｼｬﾂ

RW11.5oz テリーフリース
ｺｯﾄﾝ 90%､ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 10%
11.5oz/yd2

ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ､
ﾌﾞﾗｯｸ､
ﾈｲﾋﾞｰ､

S/M/L/XL

\11,340
(\10,800)

C3-Y002

ﾘﾊﾞｰｽｳｨｰﾌﾞ
ｽｳｪｯﾄｶｰﾃﾞｨｶﾞﾝ

RW9oz テリーフリース
ｺｯﾄﾝ 80 %､ｱｸﾘﾙ 20%
9oz/yd2

ﾍｻﾞｰﾁｬｺｰﾙ、
ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｸﾞﾚｰ、
ﾍｻﾞｰﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ、
ﾍｻﾞｰﾚｯﾄﾞ

M/L/XL

\8,295
(\7,900)

本リリース・画像
リリース・画像・サンプルお
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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
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公式通販サイト：http://www.hanesbrandsinc.jp/champion/
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