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2009 年 9 月 30 日 

報道関係各位                                                   ヒラキ株式会社 
 
 

「180 円スニーカー」のヒラキが“あったかインナー市場”に参入 

高機能繊維「warm
ウ ォ ー ム

 fresh
フレッシュ

」を使用した快温発熱インナーを 

10 月 1 日、感動プライス 680 円（税込み 714 円）で新発売！ 
 
ヒラキ株式会社（本社：神戸市須磨区、社長：向畑 達也）は、韓国生地メーカー「DONG-IL 社」と共同で開発した、

高機能繊維の“warm fresh”と“TENCEL®” を使用し心地よい暖かさと快適な肌触りを実現した快温発熱インナ

ー全 10 アイテムを、10 月 1 日より、680 円（税込み 714 円）で発売いたします。尚、当社オンラインストア HIRAKI 

Shopping にて取り扱います。 

 

当社は、年々需要が高まり活性化している、あったかインナー市場に参入すべく、メインである靴関連事業の中

で培ってきたノウハウを元に感動の価格を実現。キャミソール、シャツ、スパッツを投入し、今シーズン 50 万着の

売り上げを目標とします。 

 

韓国「DONG-IL 社」が開発した“warm fresh”は日本市場初の素材で、人体から発散される水分を吸収・発熱し、

さらに抗菌防臭、消臭等の機能も備えた高機能繊維です。また“TENCEL®”はオーストリアの「Lenzing 社」の登

録商標で、天然の木材から作られた肌に優しいエコロジー繊維です。今回この機能性の高い 2 つの繊維を使用

することにより、高い発熱性による暖かさと快適な着心地を実現したインナーが誕生しました。このインナーは、

①吸湿発熱、②防菌・防臭、③消臭、④静電気防止、⑤肌に優しい、⑥ストレッチ性、⑦軽量の７つの特長がポイ

ントです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 レディースラウンドネック 8 分袖シャツ レディースキャミソール 
 
 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 
 

 ■一般のお客様からのお問い合わせ先 ■本リリースに関するお問い合わせ先
 

ヒラキ株式会社  総務部 担当：岩根 
〒654‐0035 神戸市須磨区中島町 3-2-6 
TEL：078-731-2322 FAX：078-731-2192 
E-MAIL：iwane@hiraki.co.jp 

ヒラキ株式会社  受注センター 
〒651‐2495 神戸市西区岩岡町野中字福吉 556 
TEL：0120-673-111  
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快温発熱インナー7 つのポイント 

① 吸湿発熱 人体から発散される水分（湿気）を吸湿して発熱し、吸湿と放湿することにより、心地よい暖かさを提供します。 

② 防菌・防臭 優れた抗菌性で、菌の増殖を抑え、気になる臭いの発生を防ぎ、さわやかな着心地を提供します。 

③ 消臭 優れた消臭機能で、汗臭や加齢臭の元になる臭気成分を減少させ、さわやかな着心地を提供します。 

④ 静電気防止 衣類の着脱時に発生する静電気を抑制し、ストレスフリーの着脱を実現します。 

⑤ 肌に優しい 肌に優しく、柔らかな肌触りで、快適な着心地を提供します。 

⑥ ストレッチ性 強すぎず弱すぎず体の動きに程よくフィットするストレッチ性が快適な着心地を提供します。 

⑦ 軽量 重ね着しても負担にならない、アウターに響かない薄手・軽量を実現し、快適な着心地を提供します。 

 ※この 7 つのポイントは後加工ではなく、素材そのものの機能ですので、洗濯しても効果が継続いたします。 
 
 
 
 
 

Warm fresh 「温度測定比較」実験結果 

 
 2009 年に財団法人日本紡績検査協会が行った吸

湿発熱性試験データにより、ウォームフレッシュを

使用した製品は他の製品と比較して、発熱量が圧

倒的な優位性を保つことが立証されました。 
 
※生地のみの試験であり、着用時のデータではあ

りません。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Warm fresh とは 

 
「DONG-IL 社」が韓国繊維技術研究所「KOTITI」と「ソウ

ルナショナル大学」と共同開発した吸湿発熱繊維で、抗

菌防臭、消臭等の機能を兼ね備えた高機能繊維です。 
今回のヒラキの快温発熱インナーにてはじめて日本の衣

類に導入されました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENCEL®とは 

 TENCEL®とは、オーストリア「Lenzing 社」の商標登録で、天然素材を使用した、肌に優しく、環境にも優しい

高機能エコロジー繊維です。 
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 全製品概要 

 
レディース 

レディースラウンドネック 8 分袖シャツ 
 価格： ￥680（税込み￥714） 

サイズ： M、L、LL 
カラー： 03 ブラック、06 ベージュ、11 パープル 
 13 グリーン、87 ライトグレー 
素材： レーヨン 45％、指定外繊維 35％（テンセル） 

指定外繊維 15％（ウォームフレッシュ） 
ポリウレタン 5％ 

 生産地： 韓国 
 

レディースタートルネックシャツ 
 価格： ￥680（税込み￥714） 

サイズ： M、L、LL 
カラー： 02 オフホワイト、03 ブラック、11 パープル 
 13 グリーン、87 ライトグレー 
素材： レーヨン 45％、指定外繊維 35％（テンセル） 

指定外繊維 15％（ウォームフレッシュ） 
ポリウレタン 5％ 

 生産地： 中国 
 

レディースキャミソール 
 価格： ￥680（税込み￥714） 

サイズ： M、L、LL 
カラー： 03 ブラック、06 ベージュ、11 パープル 
 13 グリーン、87 ライトグレー 
素材： レーヨン 45％、指定外繊維 35％（テンセル） 

指定外繊維 15％（ウォームフレッシュ） 
ポリウレタン 5％ 

 生産地： 韓国 
 
レディーススパッツ 

 価格： ￥680（税込み￥714） 
サイズ： M、L、LL 
カラー：  03 ブラック、04 グレー 
素材： レーヨン 45％、指定外繊維 35％（テンセル） 

指定外繊維 15％（ウォームフレッシュ） 
ポリウレタン 5％ 

生産地： 韓国 
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メンズ 

メンズクルーネック 9 分袖シャツ 
 価格： ￥680（税込み￥714） 

サイズ： M、L、LL 

カラー： 02 オフホワイト、03 ブラック、04 グレー 
 05 ネイビー、11 パープル 
素材： レーヨン 45％、指定外繊維 35％（テンセル） 

指定外繊維 15％（ウォームフレッシュ） 
ポリウレタン 5％ 

生産地： 韓国 

 
メンズクルーネック半袖シャツ 

 価格： ￥680（税込み￥714） 
サイズ： M、L、LL 

カラー： 02 オフホワイト、03 ブラック、04 グレー 
 05 ネイビー 
素材： レーヨン 45％、指定外繊維 35％（テンセル） 

指定外繊維 15％（ウォームフレッシュ） 
ポリウレタン 5％ 

生産地： 韓国 
 

メンズタイツ 
 価格： ￥680（税込み￥714） 

サイズ： M、L、LL 

カラー： 03 ブラック、04 グレー、05 ネイビー 
素材： レーヨン 45％、指定外繊維 35％（テンセル） 

指定外繊維 15％（ウォームフレッシュ） 
ポリウレタン 5％ 

生産地： 韓国 
 
 

  
ジュニア 

ジュニアタートルネックシャツ 
 価格： ￥680（税込み￥714） 

サイズ： 100、110、120、130、140、150 

カラー： 02 オフホワイト、03 ブラック、04 グレー 
 05 ネイビー、11 パープル 
素材： レーヨン 45％、指定外繊維 35％（テンセル） 

指定外繊維 15％（ウォームフレッシュ） 
ポリウレタン 5％ 

生産地： 中国 
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ジュニアクルーネック長袖シャツ 

 価格： ￥680（税込み￥714） 
サイズ： 100、110、120、130、140、150 

カラー： 02 オフホワイト、03 ブラック、04 グレー 
 04 ピンク、15 サックス 
素材： レーヨン 45％、指定外繊維 35％（テンセル） 

指定外繊維 15％（ウォームフレッシュ） 
ポリウレタン 5％ 

生産地： 韓国 

 
ジュニアスパッツ 

 価格： ￥680（税込み￥714） 
サイズ： 100、110、120、130、140、150 

カラー： 02 オフホワイト、03 ブラック、04 グレー 
素材： レーヨン 45％、指定外繊維 35％（テンセル） 

指定外繊維 15％（ウォームフレッシュ） 
ポリウレタン 5％ 

生産地： 韓国 
 
 
※ その他、吸湿発熱インソールは、￥280（税込み￥294）にて発売いたします。 
 
※ オンラインストア、HIRAKI Shopping の URL  http://www.hiraki.co.jp  
 
 
 
 
 
 
 
 

会社概要 

■ ヒラキ株式会社 

所在地： 〒654‐0035 神戸市須磨区中島町 3-2-6 

代表者： 代表取締役 向畑 達也 

事業内容： 自社企画開発による靴・履物（直輸入商品）を中心とした、衣料、日用雑貨品等の通信販売

事業、店舗販売事業(総合店、靴の専門店)及び、卸販売事業 

 

ヒラキ株式会社は、通信販売を主軸に店舗・卸売の 3 つの流通チャネルを通じファミリー層をターゲットとした自社企画

の靴・履物を中心として、衣料、日用雑貨品等を販売。価格と品質の両面で満足いただける商品を目指し、開発から

生産、販売まで独自の自社一貫体制を実践。そのシステムよって生み出された「180 円スニーカー」は平成 13 年 11 月

の販売開始から累計 550 万足を販売し、当社の代表商品となりました。 


