２０１１年８月１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-

好評のリバースウィーブ
好評のリバースウィーブ新素材
のリバースウィーブ新素材や
新素材やヴィンテージライン
ヴィンテージライン「
テージライン「ROCHESTER（
ROCHESTER（ロチェスター）」
ロチェスター）」より
）」より

スウェット素材
スウェット素材の
素材のピーコート、
ピーコート、ボア付
ボア付きベスト、
きベスト、
ウールのカーディガンなど
こだわりのアウターアイテムが続
こだわりのアウターアイテムが続々登場！！
登場！！
スウェットの
スウェットの風合いを
風合いを活
いを活かした新
かした新アイテムからヴィンテー
アイテムからヴィンテージの
テージの雰囲気満載
ジの雰囲気満載のアイテムまで
雰囲気満載のアイテムまで
チャンピオンの伝統
チャンピオンの伝統と
伝統と最新トレンドを
最新トレンドを同時
トレンドを同時に
同時に体感できるアイテムバリエーションです
体感できるアイテムバリエーションです！
できるアイテムバリエーションです！

（左から）
から）ウールカーディガン（
ウールカーディガン（C3C3-YA02）、
YA02）、REVERSE
）、REVERSE WEAVE ベスト（
ベスト（C3C3-Y601）、
Y601）、REVERSE
）、REVERSE WEAVE ピーコート（
ピーコート（C3C3-Y603）
Y603）
※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、「リバースウィー
ブ」ライン初のスウェット素材を使用したピーコートやボア付きのベストを発売します。またヴィンテージの雰囲
気を追求する「ロチェスター」ラインからは、ウールカーディガン、スナップジャケットなどのアウターアイテムなどが
登場します。
スウェット素材を活かした新たなスタイルの提案は、スウェットとともに歴史を刻んできたチャンピオンならではの
試み。今秋冬シーズンはリバースウィーブをより楽しんでいただくために、同ライン初のピーコートを発売します。
素材には、２０１０年秋冬シーズンの発売後、その独特の風合いからファンの間でも好評を博したリバースウ
ィーブ１１．５ｏｚ素材を使用。また、その他には冬仕様のベストやヴィンテージの雰囲気たっぷりのウールカー
ディガン、スナップジャケットなど、進化を続ける現代のチャンピオンと、その礎を築いてきた歴史、いずれも楽
しんでいただけるバリエーションを取り揃えました。

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）
ブランドの原点ともいえる伝統的な製法「リバースウィーブ」（身生地の横使いと両サイドのアクショ
ンリブ）を踏襲した商品ライン。中でも 2010 年秋冬シーズンにデビューした１１．５ｏｚ素材のボディは
１９７０年代のリバースウィーブにみられた「洗うほどにタフになり、着込むほどに味が出る」という魅力を極限ま
で再現したこだわりのボディです。
■リバースウィーブピーコート
品番：
品番：C3C3-Y603
価格：
価格：\11,800
11,800（
,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：ﾈｲﾋﾞｰ、
ﾈｲﾋﾞｰ、ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ、
ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ、ﾌﾞﾗｯｸ
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 10%、
10%、11.5oz/yd2
リバースウィーブ初
身生地には
には発売以
リバースウィーブ初のピーコート。
のピーコート。身生地
には発売以
降、その独特
その独特の
独特の風合いからファンの
風合いからファンの間
いからファンの間でも好評
でも好評を
好評を得て
いるリバースウィーブ１１
るリバースウィーブ１１．
１１．５ｏｚを
ｏｚを使用しました
使用しました。
しました。
ディテールにこだわるチャンピオンらしく、
ディテールにこだわるチャンピオンらしく、ボタンには錨
ボタンには錨マ
ークがデザインされたボタンを採用
ークがデザインされたボタンを採用することで
採用することで、
することで、ピーコー
トらしいマリンテイストを表現
トらしいマリンテイストを表現。
表現。また、
また、袖の内側にリブを
内側にリブを
施すことで「
すことで「スウェット」
スウェット」アイテムとしての雰囲気
アイテムとしての雰囲気を
雰囲気を残しま
した。
した。肉厚なボディの
肉厚なボディの裏地
なボディの裏地はボアフリース
裏地はボアフリース仕様
はボアフリース仕様で
仕様で、寒い
冬にはピッタリのアウターです。
にはピッタリのアウターです。
左身頃の
左身頃の内側には
内側には内
には内ポケットを付
ポケットを付けました。
けました。

マリンテイストな
ボタン

スウェットシャツを思わ
せる袖内側のリブ

ボアフリースの裏地と
内ポケット

■リバースウィーブ ベスト
品番：
品番：C3C3-Y601
価格：
価格：\8,900（
8,900（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、
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 10%、
10%、11.5oz/yd2
肉厚なだけではなく
肉厚なだけではなく、
なだけではなく、襟周りのボアフリース
襟周りのボアフリース、
りのボアフリース、中綿キルト
中綿キルト
仕様のボディで
仕様のボディで暖
のボディで暖かさ抜群
かさ抜群のリバースウィーブ
抜群のリバースウィーブ ベスト。
ベスト。
「アウターを着
アウターを着るにはまだ少
るにはまだ少し早い、でもトップス 1 枚では
寒い」という端境期
という端境期に
端境期に大活躍。
大活躍。
コーディネートのアクセントにもな
り、リバースウィーブのスタイルを
もっと楽
もっと楽しみたいという方
しみたいという方にピッタリ
のアイテムです。
のアイテムです。

襟周りのボアフリース

ロチェスター
「チャンピオン」創業の地『ロチェスター』の名が付けられたこのシリーズは、チャンピオンのクラフトマンシップの軌
跡をたどり細部を仕上げ、チャンピオンだからこそなし得る本格的なヴィンテージの雰囲気を感じて頂ける商
品ラインです。
■ウールカーディガン
品番：
品番：C3C3-YＡ02
価格：
価格：\12,800（
12,800（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：ﾈｲﾋﾞｰ、
ﾈｲﾋﾞｰ、ﾁｬｺｰﾙ
素材：
素材：2/24Wool Plain Stitches
WOOL 100%、
100%、6PLY 3Gauge
現在、
現在、ヴィンテージ市場
ヴィンテージ市場でも
市場でも希少価値
でも希少価値が
希少価値が高いとされてい
るチャンピオンのウールのカーディガン。
るチャンピオンのウールのカーディガン。チャンピオンだから
こそ再現
こそ再現できる
再現できる当時
できる当時のキャンパスカジュアルの
当時のキャンパスカジュアルの雰囲気
のキャンパスカジュアルの雰囲気をお
雰囲気をお
楽しみいただけます。
しみいただけます。
左身頃にはインパクトのあるサガラ
左身頃にはインパクトのあるサガラ刺繍
にはインパクトのあるサガラ刺繍ワッペン
刺繍ワッペン、
ワッペン、左袖に
左袖に
はインディアンモチーフのフェルト刺繍
はインディアンモチーフのフェルト刺繍ワッペンを
刺繍ワッペンを施
ワッペンを施し、襟、
袖口、
袖口、ワッペンの目
ワッペンの目をひく配色
をひく配色がデザインのポ
配色がデザインのポイントになっ
がデザインのポイントになっ
ています。
ています。タグは、
タグは、ヴィンテージコレクターの間
ヴィンテージコレクターの間でも人気
でも人気
の、当時使用されていたランナーズタタキタグを
当時使用されていたランナーズタタキタグを採用
されていたランナーズタタキタグを採用しま
採用しま
した。
した。

ランナーズタタキタグ

■スナップジャケット
品番：
品番：C3C3-Y607
価格：
価格：\12,800（
12,800（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：ﾌﾞﾗｳﾝ、
ﾌﾞﾗｳﾝ、ﾌﾞﾗｯｸ
素材：
素材：ｺｰﾃﾞｭﾛｲ
ｺｯﾄﾝ 100％、
100％、裏地
％、裏地：
裏地：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 100％
100％
保温力の
保温力の高いコーデュロイ素材
いコーデュロイ素材と
素材と中綿キルティングのスナ
中綿キルティングのスナ
ップジャケットです。
。左胸と
ップジャケットです
左胸と背中のチェーンステッチ
背中のチェーンステッチ刺繍
のチェーンステッチ刺繍、
刺繍、
また右袖口
また右袖口のフェルトアップリケなど
右袖口のフェルトアップリケなど細部
のフェルトアップリケなど細部にいたるまでのこ
細部にいたるまでのこ
だわりは Champion ならでは。
ならでは。コーデュロイならではの素
コーデュロイならではの素
材感、
材感、手触りがヴィンテージの
手触りがヴィンテージの雰囲気
りがヴィンテージの雰囲気を
雰囲気を一層ひきたてま
一層ひきたてま
す。

左胸のチェーンステッチ刺繍

右袖口のフェルトアップリケ

バックスタイル

■メルトンジップフーデッドジャケット
品番：
品番：C3C3-Y608
価格：
価格：\28,000（
28,000（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：ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ、
ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ、ﾈｲﾋﾞｰ
素材：
素材：Melton
WOOL 80%、
80%、NYLON 20%
カナダ製
カナダ製メルトンを使用
メルトンを使用したジップジャケット
使用したジップジャケット。
したジップジャケット。
左胸のチェーン
左胸のチェーンステッチ
のチェーンステッチ刺繍
ステッチ刺繍やユニバーサルジップ
刺繍やユニバーサルジップ仕様
やユニバーサルジップ仕様な
仕様な
ど細部にまでこだわりました
細部にまでこだわりました。
にまでこだわりました。また、
また、ダークグリーンはこのメ
ルトンのジャケットでは初登場
ルトンのジャケットでは初登場のカラーです
初登場のカラーです。
のカラーです。
保温力に
保温力に優れたメルトンは 1 枚あれば重宝
あれば重宝すること
重宝すること間違
すること間違
いなしです。
いなしです。

左胸のチェーンステッチ刺繍

■アウター製品概要
アウター製品概要（
リバースウィーブ）■
製品概要（リバースウィーブ）
アイテム
No.

アイテム

C3-Y603

ﾘﾊﾞｰｽｳｨｰﾌﾞ
ﾋﾟｰｺｰﾄ

C3-Y601

素材

ﾘﾊﾞｰｽｳｨｰﾌﾞ
ﾍﾞｽﾄ

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

カラー
ﾈｲﾋﾞｰ
ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ
ﾌﾞﾗｯｸ

サイズ

税込価格
（本体価格）
\12,390
(\11,800)

S/M/L/XL

ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ
ﾌﾞﾗｯｸ
ﾈｲﾋﾞｰ

\9,345
(\8,900)

■アウター製品概要
アウター製品概要（
製品概要（ロチェスター）
ロチェスター）■
アイテム
No.

アイテム

素材

カラー

C3-YA02

ｳｰﾙｶｰﾃﾞｨｶﾞﾝ

2/24Wool Plain
Stitches
WOOL 100%
6PLY 3Gauge

ﾈｲﾋﾞｰ
ﾁｬｺｰﾙ

C3-Y607

ｽﾅｯﾌﾟｼﾞｬｹｯﾄ

ｺｰﾃﾞｭﾛｲ
ｺｯﾄﾝ 100%
裏地：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 100%

ﾌﾞﾗｳﾝ
ﾌﾞﾗｯｸ

C3-Y608

ﾒﾙﾄﾝｼﾞｯﾌﾟﾌｰﾃﾞｯﾄﾞ
ｼﾞｬｹｯﾄ

Melton
WOOL 80%
NYLON 20%

ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ
ﾈｲﾋﾞｰ

サイズ

税込価格
（本体価格）
\13,440
(\12,800)

M/L/XL

本リリース・画像
リリース・画像・サンプルお
画像・サンプルお貸
・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 丁目 9 番 7 号 泰和ビル 5F
読者からのお
読者からのお問
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/champion/
ＵＲＬ：http://www.championusa.jp

\13,440
(\12,800)
\29,400
(\28,000)

