
2014 Spring & Summer Collection 

毎日着るものだからこそ拘りたい。 その素材や肌触り、シルエットや動きやすさに拘りたい。 
快適な心地よさを追求したい。そんな思いで1901年、ノースカロライナに誕生したヘインズ。 

  
Made in USAブランドの象徴として多くの信奉者たちの心を掴んで離さなかったのが、  

古くは1947年に誕生した3PのパックTシャツ。  

アンダーウェアとして、ときには洗いざらしのトップスとして時代を彩り、 多くのファンを魅了してきました。 
 

ヘインズは、アンダーウェアをアウターとする「一枚で着ることの出来るTシャツ」という文化を生み、 
そのスタイルは、パックTシャツが大きくフィーチャーされる近年に至っても、 
今なおファッションの中のスタンダードとして、受け継がれています。 

 
 

今シーズン、パックTシャツのパイオニアであるヘインズより、 
 “日本人の心地よさのために”をコンセプトに立ち上げた、日本のためのオリジナルレーベル 

「 Hanes Japan Fit （ヘインズ ジャパンフィット）」がデビューします。 

「身近で親しみやすい」というヘインズの普遍的なアイデンティティを忠実に守りながらも、 
時代の流れに合わせたトレンド要素を取り入れた、新たなパックTシャツの誕生です。 

パックTのパイオニアとして長い歴史持ち、多くの文化を生み出してきたHanesは、 
2014年2月、Tシャツブランドとして“ニュースタンダード ”を提案し、新たな一歩を踏み出します。 



■Hanes Japan Fit （ヘインズ ジャパンフィット） 

Hanes Japan Fit Crew Neck T-Shirt 2-Pack 
(H4110)Price:¥2,300- (本体価格)  
size :S・M・L・XL 
Color : White/Black 
Material : 100% Ring-spun cotton Garment 
wash TAGLESS ® Shoulder to shoulder tape 
Rib collar 

アンダーウェアでありながら、1枚でも着用出来るよう、現代の日本人の体形に合わせて、 
従来の赤パック（3P-Tシャツ）よりも着丈を短く、アームホールをしぼり、ネックを細めに設定し、袖のパターンも変更。 
また、製品洗いをかけることで、着た瞬間から肌に馴染みの良い、心地よい風合いを作り出しました。 

パッケージにはスモークのかかったソフトビニールを使用。 
商品に記載される文字や衿元のプリントタグは 
ヘインズカラーの赤一色で統一し、やわらかく、クリアなイメージに。 
 
また、自立する筒型の形状とすることで、 
昔からのヘインズのパックTシャツのパッケージの名残を残しながらも 
新鮮さを印象づける形状としました。 
 
※展開予定日：3月上旬 



■ネオテコ 

2011年の新発売以降、華やかで多彩な柄バリエーションと素材感が好評のネオテコ 
（＝“新しいステテコ”を意味するHanesの造語）は、丈を7分丈からハーフ丈にすることでカジュアル感を増し、 
また、ポケットはバックポケットのみでなく両サイドにも加え、利便性が高まりました。 
本来のズボン下としての用途だけでなく、より“Easy to go! ～気軽にはいてでかけよう！～”のコンセプトに沿った、1枚で穿いて 
外に出かけられるイージーパンツとしての提案を一層強化します。柄は流行の“インディオ・イカット”、“プレッピー”、“ロマンティシズム” 
の3テーマを軸に展開。素材は光沢とドレープ性の良いレーヨン素材を採用しました。 
※展開予定日：4月20日～ 

チェックハーフパンツ 
(19-592)Price:¥2,500- (本体価格)  
size :M・L・LL Color:ﾌﾞﾙｰ/レッド  
Material :サイドポケット付き 

          バックポケット付き  
             ひざ下丈 Ry-100% 

フワラーハーフパンツ 
(19-593)Price:¥2,500- (本体価格)  
size :M・L・LL Color:ﾌﾞラック/ネイビー  
Material :サイドポケット付き 

          バックポケット付き  
             ひざ下丈 Ry-100% 

ストライプハーフパンツ 
(19-591)Price:¥2,500- (本体価格)  
size :M・L・LL Color:レッド/ネイビー  
Material :サイドポケット付き 

          バックポケット付き  
             ひざ下丈 Ry-100% 

アロハハーフパンツ 
(19-594)Price:¥2,500- (本体価格)  
size :M・L・LL Color:ネイビー/イエロー  
Material :サイドポケット付き 

          バックポケット付き  
             ひざ下丈 Ry-100% 



■魂シリーズ（2P-T）  

左から 
・2Pビズ魂クルーネック(31-451)Price:¥1,300- (本体価格) size :M・L・LL  
Color:ホワイト/スキンカラー 
Material :40/-75d 交偏フライス 抗菌防臭 吸汗速乾 C-47% Pe-37% Ry-16% 
・2Pビズ魂 クール1分袖Vネック(31-452)Price:¥1,300- (本体価格) size :M・L・LL  
Color:ホワイト/スキンカラー 
Material :40/-75d 交偏フライス 抗菌防臭 吸汗速乾 C-47% Pe-37% Ry-16% 
・2P男着魂クルーネック(31-450)Price:¥1,300- (本体価格) size :M・L・LL  
Color:ホワイト 
Material :32/-天竺 吸汗速乾 C-100% 
・2P部勝魂クルーネック(31-453)Price:¥1,300- (本体価格) size :M・L・LL  
Color:ホワイト 
Material :75d 扁平ポリエステルメッシュ 吸汗速乾 Pe-100% 
 

着用シーンに合わせた機能やデザインで訴求する「魂シリーズ（2P-T）」がリニューアル。 
“ヘインズ史上、最もコストパフォーマンスの高い機能Tシャツ”をコンセプトに、テーマは3つから4つに拡大し、 
“オン”のシーンに着用するアンダーウェアとして訴求します。 
オフィスでの着用を想定した「ビズ魂」および「ビズ魂 クール」には、透けにくい、肌に近い色を“スキンカラー”として採用。 
“ベージュ”よりも抵抗感が小さく、透けにくいことがわかりやすいネーミングを設定します。 ※展開予定日：3月上旬 

＜4種のテーマ＞ 
 

①男着（おとこぎ）魂・・・肉体を動かす仕事をする人へ訴求。 
珍しい4枚襟製法で強度を高め、吸汗速乾性を付加、 
フィット感はゆったりめで動きやすい仕様で提案します。 
 
 
 
 
②ビズ魂・・・ビジネスシーンでワイシャツを着用する人へ訴求。 
抗菌防臭、吸汗速乾、深Vネック、スキンカラー、ぴったりと 
フィットする着心地で、ワイシャツの下に着用しても快適に 
一日を過ごせる機能を充実させました。 
 
 
 
③ビズ魂 クール・・・ビジネスシーンでビズポロやワイシャツを 
着用する人へ訴求。 
抗菌防臭、吸汗速乾、深め・広めの衿ぐり、スキンカラー、 
ぴったりとフィットする着心地で、ビズポロやワイシャツの下に 
着用しても快適に一日を過ごせる機能を充実させました。 
 
 
④部活魂・・・部活動でスポーツをする人へ訴求。 
 吸汗速乾性を付加。サラサラで肌触りの良いメッシュ生地で、 
通気性がよく、軽くて動きやすい仕様で提案します。 

左から 
・ 2P男着魂ノースリクルーネック(33-450)Price:¥1,300- (本体価格) size :M・L・LL 
Color:ホワイト 
Material :32/-天竺 吸汗速乾 C-100% 
・ 2P部勝魂ノースリクルーネック(33-453)Price:¥1,300- (本体価格) size :M・L・LL  
Color:ホワイト 
Material :75d 扁平ポリエステルメッシュ 吸汗速乾 Pe-100% 
 



■About Hanes 
 

アメリカとともに歩んだヘインズTシャツ 
1901年、アメリカで誕生したヘインズは、「コンフォート（快適さ）」を最も大切なコンセプトとして、数々の魅力あふれる製品を 
生み出し、多くの人々に親しまれてきました。 
1947年に誕生し、現在も継承されているヘインズの代表アイテム「３P-Tシャツ（3枚パックTシャツ）」は、その着心地の 
よさが評価され、「毎日着る身近なアイテムだからこそ、リーズナブルな価格でまとめ買いしたい」という要望に応え、メンズアンダーウェア
で不動の地位を確立しました。また、1970年代には、ヒッピー文化の象徴のひとつであるプリントTシャツのボディーとして、肉厚で 
着心地のよいヘインズのビーフィーTシャツが多くの若者に愛用されるなど、ヘインズはアメリカのライフスタイルとともに歩んできました。 
快適な着心地を約束する、身近で親しみやすいブランド、ヘインズ 
毎日着るものだからこそ、その素材や肌触り、シルエットや動きやすさにこだわりたい。快適な着心地を追求するヘインズは数々の 
厳しい条件を満たす製品作りに取り組んでいます。そして、いつも身近で親しみやすい存在でありたい。ベーシックなそのスタイルは 
気がつくといつもさりげなくそばにいる。ヘインズはアンダーウェアからカジュアルウェアまで身近で親しみやすいブランドとして、 
数多くのファンとともに歩み続けています。 
 

■吸汗速乾綿メッシュシリーズ  
綿の心地良い肌触りとポリエステルの丈夫さを両立した新開発の糸を使用、 
天然繊維を重視した高品質COTTON PLUSアンダーウェア「吸汗速乾綿メッシュ」。 
通気性の高いメッシュ編みで、夏の蒸れる背中の汗をしっかり吸収し快適に。また消臭機能糸を衿とアームホールに使用し、 
嫌な夏の汗の臭いも抑えます。 ※展開予定日：5月20日～ 
 

プレス業務に関しましては、株式会社 凛にて行っております。 
お貸出し等のお問い合わせにつきましては、下記までお願い致します。 
 
株式会社 凛  担当：成清 麻衣子 市川 友子 
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-20-10 tel 03-3407-3488  fax 03-3407-3489 mail press@lihn.net 

Press Room Information 

メッシュ半袖深VネックTシャツ 
(51-520)Price:¥1,200- (本体価格) size :M・L・LL 
Color:ホワイト/チャコール/ブラック 
Material :32/-パターンメッシュ 吸汗速乾・消臭機能糸使用 
      C-70% Pe-30% 

メッシュ1分袖深VネックTシャツ 
(51-521)Price:¥1,200- (本体価格) size :M・L・LL 
Color:ホワイト/チャコール/ブラック 
Material :32/-パターンメッシュ 吸汗速乾・消臭機能糸使用 
      C-70% Pe-30% 

メッシュロングボクサーブリーフ 
(56-520)Price:¥1,500- (本体価格) size :M・L・LL 
Color:チャコール/ブラック 
Material :32/-パターンメッシュ+フライス  

      吸汗速乾・消臭機能糸使用 
      C-70% Pe-30% 

※COTTON PLUS（コットンプラス）シリーズとは・・・  
綿素材のアンダーウェアをつくり続け、世界中のユーザーから絶大な支持 
を獲得してきた「ヘインズ」の原点である、「綿」の良さに再度目を向け 
提案する商品に、このコンセプトを掲げています。 
特に綿素材の良さを活かし、付加価値を プラスした商品として 
「コットンプラスドライ」などの名称でアイコンを付して商品展開します 


