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株式会社コナカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：湖中謙介、東証一部：7494）は、2008 年春に

発売して以来、大変好評いただいている「シャワークリーン」シリーズに、新たに男性用ウールワイシャツ 

『シャワークリーン メリノウールシャツ（ホワイトシリーズ 4 種・ニューカラー5 種）』と男性用シューズ『シャワ

ークリーン レースアップ』を追加し、2010 年 5 月 27 日（木）からコナカ及びフタタ全店舗にて販売を開始しま

す。これにより、従来商品のスーツ、シャツ、ネクタイと合わせて、～シャワーだけで、よみがえる～ 「シャワ

ークリーン」シリーズをフルラインナップで提供することとなりました。 
 

ビジネスアイテムをいつも清潔に保つことを目的に開発された「シャワークリーン」シリーズは、シャワーク

リーンテクノロジーにより、通常はクリーニングに出すことが一般的なウール、シルクなどの天然素材を家庭

で水洗いすることができる、機能性ビジネスアイテム群です。今回男性用シューズが新たに加わったことで、

天然素材のウール（スーツ、シャツ）、シルク（ネクタイ）、レザー（靴）といった主要ビジネスアイテムがシャワ

ーだけで洗い流せるシリーズとなりました。 

シリーズの代表である「シャワークリーンスーツ」は、ウール本来の質感とグレード感あるスタイルを併せ

持ちながら、洗濯機・洗剤を使用せずに温水シャワーのみで汚れを洗い流すことができ、自然乾燥させる 

だけでシワや着くずれが補正される、～ノーアイロンで、よみがえる～スーツとして、発売以来 23 万着を販

売し、“シャワーで洗えるウールスーツ“販売着数 No.1※当社調べと大変好評をいただいております。   

 「シャワークリーン」のフルラインナップが拡充したことで、湿度や温度の上昇で不快指数が増加するこ

れからの季節も、快適なビジネスライフのさらなる提案が可能となりました。 

さらに、～シャワーだけで、よみがえる～ 「シャワークリーン」シリーズのフルラインナップ拡大を記念し

て、2010 年 5 月 27 日（木）より、当社のイメージキャラクターである、松岡修造さんが出演する新 TV-CM 

『よみがえる』篇の放映を開始します。また店頭では、5 月 29 日（土）から 6 月 20 日（日）まで期間限定で、 

シャワークリーンスーツを 10,000 円割引で販売する特別キャンペーンを実施いたします。  

株式会社コナカは、“機能性スーツの進化は、コナカから”をコンセプトに今後も高機能商品を開発して 

まいります。 

 

 

 

 

 

 

 

～シャワーだけで、よみがえる～ コナカ独自の“シャワークリーンテクノロジー” 

『シャワークリーン シューズ』・『シャワークリーン シャツ』新発売！ 
天然皮革シューズ・ウールワイシャツの新色の投入によりシリーズのラインナップが拡充！ 

「シャワークリーンテクノロジー」 

新ロゴ 



 

 

■シャワークリーン新シリーズ 

『シャワークリーン レースアップ』シューズ 

耐水性とソフト感を備えた水洗い可能な天然皮革「アクアレザー」を使用。スーツ同様に温水シャワーで洗い

流し、乾燥するだけで嫌な「ニオイ」や「汚れ」が軽減され、清潔な靴がよみがえります。 

従来、革靴の手入れは外側を磨くことが中心で、靴の中はなかなか手入れが行き届きませんでした。  

新発売の『シャワークリーン レースアップ』シューズは、水に濡れても色落ちや品質変化を起こしにくいため、

靴をまるごと洗い流せ、革靴自体についてしまっている足汗のニオイが気になることなく快適に過ごせる 

製品です。 

 

 

 

                  ■製品の特長 

シャワーなどによる水洗いが可能 

水洗い後、6 時間以内の乾燥設計 

■ 製品素材概要 

耐水性とソフト感を備えた洗える天然皮革「アクアレザー」使用 

水に濡れても色落ち、品質変化をおこしにくい 

■製品概要 

・ 販売価格  ：14,490 円（税込） 

・ デザイン（カラー） ：プレーントゥ（ブラック）、スワールモカ（ブラック） 

・ サイズ   ：24.5cm～27.0cm 

・ 販売予定   ：2010 年 5 月 27 日 

・ 販売店舗   ：紳士服のコナカ、紳士服のフタタ 全店舗 

 

■シャワークリーン方法 

 ①  
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「シャワークリーン レースアップ」シューズ

靴ひもと中敷きを外し、 

表面全体から勢いよくシャワー水をかける 

中敷きも表面のホコリをシャワーで洗い流す 

靴ひもは軽くもみ洗い 

乾いた布で靴の表面や中までしっかりと水気をふき取る 

必ず斜めに立てかけて、室内の日陰で乾燥させる（約 6 時間） 

 

 



 

『シャワークリーン メリノウールシャツ（ホワイトシリーズ・ニューカラー）』 

ビジネスアイテムの中で洗濯頻度が最も高いワイシャツを「シャワークリーンテクノロジー」によりお手軽に

お手入れいただけるよう開発されました。乾燥後もノーアイロンでＯＫ。長時間着用してもシワになりにくく、

おろしたてのシルエットが持続します。メリノウールならではの風合いや着心地の良さも生きています。  

ウール素材として、従来表現することが難しかったホワイトシャツシリーズ 4 種に加え、ニューカラー5 種を 

発売します。 

 

                      

■ 製品の特長 

・抜群の形態安定性により、ノーアイロンでお召しいただけます 

                       ・吸水速乾性が高く、衣服内を快適に保ちます 

・防縮加工（ファイバーボンディング加工）により、洗濯後の縮みの心配

がありません 

                     ■製品素材概要 

                      ウール 80%、ポリエステル 20% 

 

■ 製品概要 

・ ブランド ：Ｄｏｎａｔｏ Ｖｉｎｃｉ（ドナート・ヴィンチ） 

・ 販売価格 ：6,195 円（税込） 

・ カラー ：ホワイトシリーズ 4 種（ツイル、バーズアイ、ダイヤドビー、ヘリンボーン） 

 ニューカラー5 種（メランジサックスコートストライプ、シェルピンクコードストライプ、 

 ベージュストライプ、ベージュグラフチェック、メランジイエローコードストライプ）  

・ サイズ ：Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＬＬ 

・ 販売予定 ：2010 年 5 月 27 日 

・ 販売店舗 ：紳士服のコナカ、紳士服のフタタ 全店舗 

 

■シャワークリーン方法 

  ① 
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※ 襟やカフスの汚れがひどい場合は、浴用石鹸（ボディシャンプー・ヘアシャンプー）をつけてください。 

※ それでも汚れが残る場合は、ブラシで縦方向、横方向にブラッシングしてください。 

 
「シャワークリーン」メリノウールシャツ 

 襟、カフスの表裏を温水シャワーや洗面器または浴槽

のお湯に浸してください。 

ハンガーに掛けて温水シャワーを 1～2 分かけ、その

まま乾燥してください。（約 6 時間） 



 

■新 TV-CM 概要 

タイトル ：『よみがえる』篇 

出演 ：松岡修造  

放映開始日 ：2010 年 5 月 27 日（木） 

放映エリア ：関東ほか 

 

■キャンペーン概要 

タイトル ：シャワークリーンスーツ期間限定 10,000 円ＯＦＦキャンペーン 

内容 ：￥35,000 以上のシャワークリーンスーツを対象に、10,000 円割引を実施します。 

対象店舗 ：紳士服のコナカ、紳士服のフタタ 全店舗 

期間 ：5 月 29 日（土）～6 月 20 日（日） 

  ※紳士服のフタタ店舗では 6 月 5 日（土）～6 月 30 日（水） 

 

■「シャワークリーン」 ラインナップ 

    【メンズスーツ】                     【レディーススーツ】 

                              

                              

                              

                              

                              

 

    【シャツ】                                    【ネクタイ】         

   

 

 

 

 
          ブランド：Donato Vinci 

 素材：ウール 80％､ポリエステル 20％               

 

【フォーマル】           【ジャケット】  【パンツ】        【シューズ】 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
      

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

株式会社コナカ 総務部 土屋・伊藤 

 横浜市戸塚区品濃町 517-2  電話 045-825-7700／FAX 045-825-5686 
 

株式会社オズマピーアール ＰＲ2 部 菊池・安齋 

 港区北青山 3-5-12 電話 03-3403-0283／FAX 03-3403-0289    

ブランド： 

Donato Vinci 

JOHN PEARSE BeAnew 

KANSAIMAN Collection 

KANSAIMAN forL Collection 

素材： 

ウール 100％または、  

ウール高混率素材 

ブランド：JOHN PEARSE

素材：ウール 100％ 

ブランド：JOHN PEARSE CLASSIC  

ウール 100％ 

ブランド：JOHN PEARSE 

KANSAIMAN Collection 

素材：シルク 100％ 

素材：牛革「アクアレザー」 


