
 

平成24年4月26日 

報道関係者各位 

株式会社 コ ナ カ 

        （7494東証第一部） 

 

株式会社コナカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：湖中謙介、東証一部：7494）は、猛暑対策、節電対策

向けのクールビズ用のシャツシリーズとして、抜群の通気性を誇る『MOVE AIRシャツ』、『夏織シャツ』、昨年注

目されヒットした“ビズポロ”シリーズの特殊冷感加工を施した多機能ビズポロ『ICEMOVE POLO』、ワイシャツ

にポロシャツ素材のニットを取り入れ、デザイン、機能も豊富に取り揃えた『ニットワイシャツ』シリーズ、吸熱効

果がポイントの新素材を使用した『ICE MINTシャツ』、新しいクールビズファッションを提案する新商品『ワンピー

スシャツ』、『七分袖シャツ』など数多くのクールビズ向け新商品を一斉に発売いたします。 

 

●主なラインナップ 

商品名 特     長 

MOVE AIR シャツ 汗を吸った瞬間から通気度がUPする特殊機能。高速乾性により衣服内は快適。 

夏織 シャツ 通気度100ｃｃの抜群の通気性の夏織と、吸水速乾、冷感機能のコラボシャツ。 

ニットワイシャツ ビジネスシャツにポロシャツ素材ニットを使用。多彩な機能、デザインを新発売。 

ICEMOVE POLO 涼感機能、吸水速乾、ストレッチ、UVカット、消臭の5つの機能を持つ最新BIZポロ。 

ワンピース シャツ 新デザインのワンピースカラーシャツ。綿100%ストレッチで着用感も新感覚。 

七分袖 シャツ 七分袖！SUPER COOL BIZにオススメのカジュアルテイストのシャツ。 

ICE MINT シャツ 発汗時の吸熱効果がポイント。“DRY FAST”糸使用により吸汗速乾性も抜群。 

Agフレッシュ シャツ ナノレベルの銀粒子を繊維表面に加工した抗菌・消臭機能に優れたワイシャツ。 

BIZスナップ シャツ 実績No1のシャツに機能性を追加。ノーネクタイ時に美しい2.5釦＋吸汗速乾機能シャツ。 

 

●『ＭＯＶＥ ＡＩＲ（ムーブエアー）シャツ』  

商品名 MOVE AIR シャツ ブランド JOHN PEARSE 

素材 綿・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 税込価格 夏長袖：5,145円 

半袖：4,980円 

デザイン 長袖・半袖  ボタンダウン  

展開店舗 コナカ・フタタ全店舗 販売目標 25,000枚 

特長 ・通気度ｺﾝﾄﾛｰﾙ素材“MOVE AIR”により、特殊ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙが汗 

 などを感知すると織目が開き通気度UP。圧倒的な通気性。 

・吸汗・速乾性も抜群で衣服内は快適。 

・強撚糸でドライタッチ。凹凸感のある表面感で涼しい。 

・ﾒｯｼｭ芯を使用し通気性・速乾性がさらにUP。 

・ｽｹﾙﾄﾝﾎﾞﾀﾝで見た目にも涼しく清涼感を演出。 

・家庭洗濯OK。ノーアイロンで着用可。 

高温多湿の不快な夏に、猛暑対策用、節電対策用の新開発のオリジナルワイシャツ 

COOL BIZ 向けに９種類の機能性シャツを一斉に新発売 

『夏織シャツ』、『BIZ POLO』、『ICEMOVE POLO』、『ICE MINT』、『七分袖シャツ』など 



●『夏織シャツ』 

 

 

●『ニットワイシャツ』 

商品名 ニットワイシャツ 

（クールギアニット） 

ニットワイシャツ 

（スーパークールニット） 

ニットワイシャツ 

（ハイブリッドセンサーニット） 

ニットワイシャツ 

（コナカ×ファイテンニット） 

ブランド JOHN PEARSE JOHN PEARSE JOHN PEARSE JOHN PEARSE 

素材 綿・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 綿・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 綿・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 

税込価格 4,980円 4,980円 4,980円 4,980円 

展開店舗 コナカ、フタタ全店舗 コナカ、フタタ全店舗 コナカ、フタタ全店舗 コナカ、フタタ全店舗 

デザイン 半袖  ボタンダウン、ホリゾンタル（カッタウェー）、クレリックなどバリエーションを豊富にご用意 

販売目標 60,000枚 

特長 ・機能性素材のニットワイシャツ・・｢ｸｰﾙｷﾞｱﾆｯﾄ｣｢ｽｰﾊﾟｰｸｰﾙﾆｯﾄ｣は優れた吸水速乾性。｢ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｾﾝｻｰﾆｯﾄ｣は

スポーツファブリックの技術を応用した優れた吸水速乾性、防シワ性。｢ｺﾅｶ×ﾌｧｲﾃﾝﾆｯﾄ｣はファイテン社の 

アクアチタン技術により、カラダのリラックスをサポートする機能が特長。 

・ニット特有のストレッチ感のワイシャツで、ビジネス用のワイシャツでありながらも、動きやすく快適でストレスを

感じない着心地が特長で、新感覚のワイシャツとしてクールビズに最適。 

・ニットのバリエーションだけでなく、豊富な衿型、豊富な色柄を用意。 

・家庭洗濯OK。ノーアイロンで着用可。 

  ニットワイシャツ       ニットワイシャツ        ニットワイシャツ  

     クールギアニット        ハイブリッドセンサーニット   コナカ×ファイテンニット 

    スーパークールニット 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

商品名 夏織シャツ ブランド JOHN PEARSE 

素材 綿・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 税込価格 4,980円 

デザイン 半袖  ボタンダウン、デュエボットーニ 

展開店舗 コナカ・フタタ全店舗 販売目標 25,000枚 

特長 ・夏織、通気度100ccの抜群の通気性。 

・生地の透け感が気にならないよう配慮。 

・タイプA ・・第3釦位置は2.5釦。第2釦まで外してアンダーウェア 

        が見えずクールな着こなし。素材は吸汗速乾機能 

        “COOL PLUS”。吸水芯地を使用。 

・タイプＢ ・・第2弾として、タイプAにプラスして衿裏にキシリット 

        クール加工を施し、さらに涼しい。 

・家庭洗濯OK。ノーアイロンで着用可。 



 

●『ＩＣＥ ＭＯＶＥ ＰＯＬＯ （アイスムーブポロ）』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●『ワンピースシャツ』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●『七分袖シャツ』 

 

 

 

 

商品名 ICEMOVE POLO ブランド ICEMOVE POLO 

素材 綿・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 税込価格 4,980円 

デザイン 半袖  ボタンダウン、フルオープンタイプ 

展開店舗 コナカ、フタタ全店舗 販売目標 20,000枚 

特長 ・COOL BIZ向きのフルオープンポロシャツ。 

・涼感機能/特殊涼感加工を施した素材を使用。熱を吸収、放散 

        し、涼しさを実感できる機能。 

・吸汗速乾/優れた吸汗性によりドライな着心地を実現。 

・ストレッチ/一般的な布帛よりストレッチ性に優れ快適な着用感 

・UVカット/素材構造の効果により紫外線を軽減。 

・消臭効果/汗のニオイの主成分を吸収・中和し、洗濯後も効果 

 を発揮。 

商品名 ワンピースシャツ ブランド JOHN PEARSE BeAnew 

素材 綿100％ 税込価格 4,980円 

デザイン 半袖   ボタンダウン 

展開店舗 コナカ、フタタ全店舗 販売目標 12,000枚 

特長 ・ワンピースカラー（イタリアンカラー）のデザインがポイント。 

・衿を開きリラックスな印象。エレガンスなイメージ。 

・綿100％ストレッチ素材のため、ニット感覚の着心地。 

・飛び出しすぎない衿台、表地になじんだ白釦が上品な印象。 

・デザイン上、第2釦位置が2.5釦位置にあるため、衿台からフロ 

 ントに流れるようなシャープなラインが全体をスマートに演出。 

商品名 七分袖シャツ ブランド JOHN PEARSE BeAnew 

素材 綿・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 税込価格 5,145円 

デザイン 七分袖  ホリゾンタルカラー（カッタウェー）、クレリック 

展開店舗 コナカ、フタタ全店舗 販売目標 8,000枚 

特長 ・ヤングに人気のホリゾンタルカラー（カッタウェー） 

・ボタンの配置も、ややカジュアルを意識した２連ボタンを使用。 

・シワを残しながらの洗いざらしのカジュアルなイメージもOK。 

・色はブルー・グレーのクレリック、柄はロンドンストライプ、ギン  

 ガムチェックを発売。 

  



●『ＩＣＥ ＭＩＮＴシャツ』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●『Ａｇフレッシュシャツ』 

 

 

●『ＢＩＺスナップシャツ』 

 

 

商品名 ICE MINTシャツ ブランド JOHN PEARSE 

素材 綿・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 税込価格 4,980円 

デザイン 半袖   ボタンダウン 

展開店舗 コナカ、フタタ全店舗 販売目標 15,000枚 

特長 ・Y字断面糸｢DRY FAST｣を使用した優れた吸汗速乾性。 

・柄はマイクロウインドペーンのため、ビジネスだけでなく、チノ 

 パンツにも相性抜群。 

・発汗時に熱を吸い取る“吸熱”がポイント。エリスリトールを 

 配合し、衣服内をクールダウン。 

・家庭洗濯OK。ノーアイロンで着用可。 

商品名 Agフレッシュシャツ ブランド KANSAIMAN Collection 

素材 綿・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 税込価格 4,980円 

デザイン 半袖   ボタンダウン 

展開店舗 コナカ、フタタ全店舗 販売目標 15,000枚 

特長 ・ナノレベルの銀粒子を繊維表面に加工することで、細菌の増殖 

 を抑制し、ニオイを強力に防ぐ“抗菌消臭加工”。 

・銀の粒子を付着させることで繊維の耐久性にも優れ、洗濯後 

 の生乾きのようなニオイも抑制。 

・家庭洗濯OK。ノーアイロンで着用可。 

商品名 BIZスナップシャツ ブランド JOHN PEARSE 

素材 綿・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 税込価格 夏長袖：5,145円 

半袖：4,980円 

デザイン 長袖・半袖   ボタンダウン・レギュラー、クレリック 

展開店舗 コナカ、フタタ全店舗 販売目標 50,000枚 

特長 ・異形断面糸｢COOL MAX｣素材を使用した優れた吸汗速乾性。 

・衿芯も吸水芯地使用による優れた吸汗性。 

・BIZスナップ仕様により、第二ボタンと第三ボタンの間に、隠し 

 スナップボタンを装着。ノーネクタイでも下着が見えない仕様。 

・家庭洗濯OK。ノーアイロンで着用可。 

【プレスリリースに関するお問い合せ先】 

株式会社コナカ 総務部 

TEL：045-825-7700 （担当：長島、竹村、土屋） 

【お客様窓口】 

コナカご案内センター 

TEL：045-825-1111 （受付時間 10:00～18:00） 

【本件に関する問い合せ先】 


