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2014 年 5 月 16 日 

   株式会社ワコール 

広報･宣伝部 

“カラダを守る”“動きやすくする”“簡単に着用できる” 

「CW-X」
ｼｰﾀﾞﾌﾞﾘｭｰｴｯｸｽ

から、新発想のサポーターシリーズ『CW-X PARTS
ｼｰﾀﾞﾌﾞﾘｭｰｴｯｸｽ ﾊﾟｰﾂ

』新発売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社ワコールは、機能性コンディショニングウェアブランド「CW-X（ｼｰﾀﾞﾌﾞﾘｭｰｴｯｸｽ）」よ

り、“カラダを守る”“動きやすくする”“簡単に着用できる”新発想のサポーターシリーズ『CW-X 

PARTS（ｼｰﾀﾞﾌﾞﾘｭｰｴｯｸｽ ﾊﾟｰﾂ）』「腰用」「股関節用」「ひざ用」「ふくらはぎ用」「足首＆ふくらは

ぎ用」（計 13 品番）を 4 月上旬より発売しました。 

『CW-X PARTS』は、ワコール人間科学研究所において人間工学に基づき開発し、トップアス

リートから一般のスポーツ愛好者まで高い評価を得ている機能性コンディショニングウェアブラ

ンド「CW-X」独自の機能を簡単に取り入れられるサポーターシリーズとして、企画・開発しまし

た。「CW-X」スポーツタイツと同様の発想で、“守るだけでなく、動きやすくする”という装着時

の快適性や運動追従性を追求したサポーターで、日常生活やあらゆるスポーツシーンにおいて簡単

に着用いただけます。 

今回、『CW-X PARTS』から発売するのは、「腰用」「股関節用」「ひざ用」「ふくらはぎ用」「足

首＆ふくらはぎ用」の計 13 品番。「CW-X」独自のテーピング原理で、ひざまわりの筋肉をサポー

トすることで、着地時の衝撃を緩和し、ひざの負担をやわらげる「ひざ用」サポーターなど、すべ

ての商品に「CW-X」独自の機能が取り入れられており、カラダの気になる部位ごとに選んで使用

いただくことができます。 

『CW-X PARTS』は、全国の百貨店スポーツ売場やスポーツ専門店、スポーツチェーン店、

「CW-X」コンディショニグストア、ワコールウェブストアなどで販売し、合計 95,000 枚（2014

年 4 月～9 月）の売上を目指します。 
 

【着用商品】（左）ひざ用＜Premium タイプ＞BCO004（メンズ） 

（右上）腰用 BCO003（メンズ） （右下）ふくらはぎ用＜Premium タイプ＞BCO006（メンズ） 
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■商品特長 

すべての商品に「CW-X」独自の機能が取り入れられており、カラダの気になる部位ごとに選んで使用

いただくことができます。 
 

サポート部位 製品特長 

 

【腰用サポーター】 

腰の安定性向上 

「4 本の樹脂ボーン」 

内蔵された 4 本のしなやかな樹脂ボーンが、背骨に沿って腰を面でサポート 

「3 層構造のパワーネット」 

内側はやわらかく、外側はしっかりした素材が、腹筋と背筋のバランスをサ

ポートして、腰を安定させながら、動かしやすくします。 

 
※写真は、Smooth(ｽﾑｰｽ）タイプ 

【股関節用サポーター（ｼｮｰﾂ仕様）】（2 タイプ） 

股関節の安定性の向上、股関節の可動性の向上 

【Guard（ｶﾞｰﾄﾞ）タイプ】～股関節の安定性の向上～（意匠登録 1186101 号） 

「股関節サポート構造」 

前後から骨盤を支えて、体幹を安定。また、両脇から股関節をサポートし、

股関節にかかる負担を軽減します。 

【Smooth（ｽﾑｰｽ）タイプ】～股関節の可動性の向上～（特許第 4578527 号） 

「独自のドーナツライン構造」 

独自のドーナツライン構造が、股関節まわりの筋肉をサポートし、カラダを

動きやすくスムースにします。 

 

※独自のパワー切り替え技術で縫い目をなくし、肌ざわりのよい軽いはきご

こち。（2 タイプとも） 

 
※写真は、Standard（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）タイプ 

【ひざ用サポーター】（2 ﾀｲﾌﾟ）（Standard ﾀｲﾌﾟ：意匠登録第 1451271 号）  

ひざの衝撃緩和 

「独自のテーピング原理」 

CW-X 独自のテーピング原理で、ひざまわりの筋肉をサポートし、着地時の

衝撃を緩和し、ひざの負担をやわらげます。 

「素材で選べる 2 タイプ」 

しっかりとしたサポート感のあるパワーネットタイプ（Premium ﾀｲﾌﾟ）と、

伸縮性が高く、はきごこちが快適な成型編みタイプ（Standard ﾀｲﾌﾟ）の 2

タイプ。シーンや着用感で選んでいただけます。 

 

【足首＆ふくらはぎ用サポーター】 （特許第 2761468 号） 

ふくらはぎの疲労軽減、足首の保護 

「独自のテーピング原理」 

CW-X 独自のテーピング原理で足首の関節をサポートし、安定性を高めると

ともに、ふくらはぎの筋肉に沿ってサポートし、運動時の筋肉疲労を軽減。 

 
※写真は、Premium（ﾌﾟﾚﾐｱﾑ）タイプ 

【ふくらはぎ用サポーター】（2 タイプ） 

ふくらはぎの疲労軽減 

「独自のテーピング原理」 

CW-X 独自のテーピング原理で、ふくらはぎとすねの筋肉をサポートし、運

動時のふくらはぎの筋肉疲労を軽減します。 

「素材で選べる 2 タイプ」 

しっかりとしたサポート感のあるパワーネットタイプ（Premium ﾀｲﾌﾟ）と、

伸縮性が高く、はきごこちが快適な成型編みタイプ（Standard ﾀｲﾌﾟ）の 2

タイプ。シーンや着用感で選んでいただけます。 
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■新製品概要 

製品名 「CW-X PARTS」（ｼｰﾀﾞﾌﾞﾘｭｰｴｯｸｽ ﾊﾟｰﾂ） 

タイプ 
腰用 

股関節用 

＜Guard（ｶﾞｰﾄﾞ）タイプ＞ 

「股関節の安定性向上」 

＜Smooth（ｽﾑｰｽ）タイプ＞ 

「股関節の可動性向上」 

メンズ ウィメンズ メンズ ウィメンズ メンズ 

品番 BCO003 BCY303 BCO001 BCY301 BCO002 

カラー BL（ﾌﾞﾗｯｸ）・BR（ﾌﾞﾗｳﾝ） BL（ﾌﾞﾗｯｸ） BL（ﾌﾞﾗｯｸ） 

サイズ M・L・LL S・M・L S・M・L S・M・L M・L・LL 

希望小売価格 6,000 円＋税 5,000 円＋税 5,000 円＋税 

発売日 2014 年 4 月 10 日（木） 

 

製品名 「CW-X PARTS」（ｼｰﾀﾞﾌﾞﾘｭｰｴｯｸｽ ﾊﾟｰﾂ） 

タイプ 

ひざ用（※） 

足首＆ふくらはぎ用 
＜Premium（ﾌﾟﾚﾐｱﾑ）タイプ＞ 

パワーネット仕様 

＜Standard（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）タイプ＞ 

ニット仕様 

メンズ ウィメンズ メンズ・ウィメンズ兼用 メンズ ウィメンズ 

品番 BCO004 BCY304 BCR604 BCO005 BCY305 

カラー 
BL（ﾌﾞﾗｯｸ） 

BU（ﾌﾞﾙｰ） 

BL（ﾌﾞﾗｯｸ） 

RP（ﾋﾟﾝｸ） 

BL（ﾌﾞﾗｯｸ） 

BR（ﾌﾞﾗｳﾝ） 
BL（ﾌﾞﾗｯｸ） 

サイズ S・M・L S・M・L 

小さめ（S） 

ふつう（M） 

大きめ（L） 

M・L S・M・L 

希望小売価格 3,500 円＋税 2,000 円＋税 3,900 円＋税 

発売日 2014 年 4 月 10 日（木） 

（※）ひざ用サポーターは、片側 1 足入りの販売となります。 

 

製品名 「CW-X PARTS」（ｼｰﾀﾞﾌﾞﾘｭｰｴｯｸｽ ﾊﾟｰﾂ） 

タイプ 

ふくらはぎ用 

＜Premium（ﾌﾟﾚﾐｱﾑ）タイプ＞ 

パワーネット仕様 

＜Standard（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）タイプ＞ 

ニット仕様 

メンズ ウィメンズ メンズ・ウィメンズ兼用 

品番 BCO006 BCY306 BCR606 

カラー 
BL（ﾌﾞﾗｯｸ） 

BU（ﾌﾞﾙｰ） 

BL（ﾌﾞﾗｯｸ） 

RP（ﾋﾟﾝｸ） 
BL（ﾌﾞﾗｯｸ）・PI（ﾋﾟﾝｸ）・BU（ﾌﾞﾙｰ） 

サイズ S・M・L S・M・L S・M・L 

希望小売価格 3,900 円＋税 2,500 円＋税 

発売日 2014 年 4 月 10 日（木） 

 

■販売目標  95,000 枚 （2014 年 4 月～9 月） 
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■展開店舗 

全国の百貨店スポーツ売場やスポーツチェーン店、スポーツ専門店、ゴルフ専門店、CW-X コンディシ

ョニングストア、ワコールウェブストア、バラエティーショップ、一部の百貨店インナー売場で展開。 

※店舗によって、取扱い品番が異なります。 

 

（参考） 

■ワコール人間科学研究所について 

ワコール人間科学研究所は、女性のからだを“かたち”“動き”“心地よさ”から科学的に研究し、モ

ノづくりに生かすために 1964 年に設立した研究開発部門です。4 歳から 69 歳まで、毎年 1000 人の女

性の人体計測を行い、これまでに延べ 40,000 人以上のデータを収集しています。 

 

■「CW-X」ブランドについて 

「CW-X」は、株式会社ワコールの研究開発部門「ワコール人間科学研究所」がスポーツ選手が行うテ

ーピングをヒントに開発した機能性コンディショニングウェアブランドです。1991 年秋に発売し、当初

はスポーツタイツの開発からスタートし、以降、コンディショニングウェアの先駆者として、メジャー

リーガーのイチロー選手などトップアスリートからランニングやトレッキングを楽しまれる一般のスポ

ーツ愛好者まで高い評価を得ています。 

「CW-X」では、独自のテーピング原理に基づいて開発した“スポーツタイツ”の他、スポーツ時のバ

ストを安定させる“スポーツブラ”、肩甲骨をサポートして上半身を動かしやすくする“JYURYU（ｼﾞｭ

ﾘｭｳ）”など、スポーツのみならず日常の幅広いシーンにおいてカラダをサポートする商品を展開し、「ト

ータルコンディショニングウェアブランド」としてアクティブなライフスタイルを楽しむ方を応援して

います。 

 

■「CW-X」スポーツタイツについて 

現在、スポーツタイツは 5 モデルを展開。ランニングやトレッキングをはじめ、あらゆるスポーツシー

ンで高い評価を得ています。 

① テーピングの原理により、膝関節の安定を追及した『EXPERT(ｴｷｽﾊﾟｰﾄ)model』 

② 股関節サポートを基本に、膝関節の安定を追求した『STABILYX(ｽﾀﾋﾞﾗｲｸｽ) model』 

③ 『STABILYX model』の機能をそのままにサポートラインに縫い目をなくし、肌への負担軽減と軽

さを追求した『REVOLUTION(ﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ) model』 

④ 瞬発性・突発性の高い動きに対しても脚に加わる負担を軽減する新しい機能を搭載した

『GENERATOR(ｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰ) model』 

⑤ 独自の皮膚伸展設計と、段階着圧設計で、脚をスッキリサポートする『CW-X STYLEFREE(ｼｰﾀﾞﾌﾞ

ﾘｭｰｴｯｸｽ ｽﾀｲﾙﾌﾘｰ)』 

 
※「CW-X」『STABILYX』『GENERATOR』『JYURYU』『CW-X STYLEFREE』は、株式会社ワコールの登録商標です。 

※『CW-X PARTS』は、株式会社ワコールの出願商標です。 
 

 

 

 

 

〔報道関係の方からのお問い合わせ先〕 

株式会社ワコール 広報･宣伝部 

（東京）TEL：03-3239-1117  FAX：03-3239-1118 

（京都）TEL：075-682-1006  FAX：075-682-1103 

〔一般のお客様からのお問い合わせ先〕 

株式会社ワコール  お客様センター  ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ  0120-307-056（平日：9:30～17:00） 

 

 


