2016 年 11 月 10 日
株式会社ワコール
広報･宣伝部

農業女子プロジェクト×ワコールの共同開発商品を発表！
～農業女子も納得の快適インナーで、美しく、ここちよく～

株式会社ワコール（本社：京都市／社長：安原 弘展）は、農林水産省が推進する「農業女子プロ
ジェクト」
（以下、農業女子 PJ）と共同開発した新商品 計 4 アイテムを 2017 年 2 月より順次発
売します。
ワコールは 2015 年 11 月より農業女子 PJ に参画し、同プロジェクトメンバーと“就農女性の快
適環境の創造”を目的とした商品の開発に着手。農業女子の視点を取り入れ、“汗への対応”“から
だのサポート”
“農作業時の立つ・しゃがむなどの動きへの追随”などを追求した、快適な着ごこち
のインナーウェアを開発しました。
今回発売する商品は、すべてワコールの既存の商品をベースに、農業女子の要望やこだわりを反
映したもので、ノンワイヤーブラ、ショーツ、タンクトップ（肌着）
、ロングタイツの 4 アイテム。
農業女子の農作業を快適にサポートします。
また、これらの商品は、全国の農業女子に購入いただける WEB サイト ワコールウェブストアを
中心に販売するほか、ワコールの既存の販売チャネルである全国の百貨店、チェーンストア、下着
専門店などでの販売を検討し、農業女子が認めるこれらの商品を、日常生活で快適な着ごこちや動
きやすさを求める女性にもアピールします。2017 年 2 月～9 月までで 80,700 枚（4 アイテム合計）
の売上を目指します。
昨今、様々な分野で女性就労者は増加傾向にあり、女性の下着に求めるものも多様化してきてい
ます。ワコールは、
「世の女性に美しくなって貰う事によって広く社会に寄与する」という目標のも
と、今後は農業だけでなく介護等多様な分野に就業されている女性のニーズを掘り起こし、各分野
での快適環境創造に向けた商品開発に取り組みます。
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■農業女子プロジェクトについて
「農業女子プロジェクト」
（http://nougyoujoshi.maff.go.jp/）とは、農業で活躍する女性のアイディア
と様々な企業を結びつけ、新たな商品やサービス、情報を社会に広く発信し、女性農業者の存在感の
向上と就農をこころざす若手女性の増加をめざす、農林水産省が推進するプロジェクトです。
■農業女子プロジェクト×ワコール「すごい下着発明部 農学科」について
ワコールは、2015 年 11 月より、農林水産省が推進する「農業女子 PJ」に参画し、
“就農女性の快適
環境の創造”を目的に商品開発をスタート。
ワコールの社員やワコール人間科学研究所とともに農業女子 PJ メンバー15 名が中心となり、
「すご
い下着発明部 農学科」を発足させ、農業分野で活躍する女性の視点を取り入れた新しい下着の開
発に取り組みました。（ホームページ http://www.wacoal.jp/nougyoujoshi）
■「すごい下着発明部

2015 年

2016 年

2017 年

農学科」の主な活動

11 月

農業女子の農作業時の下着の着用実態アンケートの実施
プロジェクトメンバー選出

12 月

第 1 回ミーティング実施、既存商品の長期着用

12 月～1 月

農作業現場での既存商品着用の感想ヒアリング

1月

商品コンセプト決定、第 2 回ミーティング実施

2 月～3 月

試作品着用、農作業現場での試着、ヒアリング

3 月～4 月

商品改良・試作等

5月

第 3 回ミーティング実施

9 月～10 月

試作品着用、農作業現場での試着、ヒアリング

2 月～

新商品発売開始

■商品展開概要
・発売時期：2017 年 2 月より順次発売（商品によって発売時期が異なります。）
・アイテム：ノンワイヤーブラ、ショーツ、タンクトップ（肌着）、ロングタイツ
・価格帯：2,000 円～10,000 円＋税
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■商品概要

①ノンワイヤーブラ
（既存商品『GOCOCi（ｺﾞｺﾁ）』をベースに開発）

【農業女子の要望・こだわり】
“汗をかくので、快適で早く乾くものがほしい”
“農作業中、動いてもずれにくくラクで
キレイなバストシルエット”
“前にかがんだ時に胸もとが見えないように”
“見えてもオシャレなデザイン”

〈バックスタイル〉

【特長】
（☆部分が農業女子プロジェクトとワコールが新しく開発したポイント）
○左右のパッドをひとつなぎにしたピーナッツ型パッド（取り外し可能）により、バストトップの
間隔が離れず、位置が安定し、上向きで立体的なバストシルエットに。
○ネック部、アームホール部、下辺部が切りっぱなしでアウターにひびきにくい。
○伸びの良い素材でしめつけ感が少なくラクなつけごこち。なめらか仕上げでやさしい肌ざわり。
☆汗が吸収されやすく乾きやすい素材を使用。またピーナッツ型パッドも通気性を良くすること
で乾きやすく、汗をかいても快適。
☆バスト部分は二重構造で、胸もとが見えるのを防ぎ、農作業時のゆれを軽減。
☆Y バックスタイルのスポーティなデザインで、肩甲骨が動きやすく、肩の部分もずれにくい。
・品番：CRA・550（商品名『GOCOCi（ｺﾞｺﾁ）』）
・価格：3,800 円＋税（LL は 4,100 円＋税）
・サイズ：M、L、LL
・カラー：GY（杢ｸﾞﾚｰ）、RP（杢ﾋﾟﾝｸ）
、YE（ﾊﾟｳﾀﾞｰｲｴﾛｰ）
・発売時期：2017 年 5 月
・販売計画枚数：30,000 枚 （2017 年 5 月～9 月）
※特許出願中
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②タンクトップ（肌着）
（既存の夏の肌着をベースに開発）

【農業女子の要望・こだわり】
“とにかく吸汗性がよくて、軽い着ごこちで、涼しいものがいい。”
“何度も着替えて洗濯するので、早く乾くものがほしい。”
【特長】（☆部分が農業女子プロジェクトとワコールが新しく開発したポイント）
☆吸汗性、速乾性、通気性にすぐれた薄い綿混素材で、軽い着ごこち。
○この素材に、抗菌防臭・制菌効果がある、ポリジン加工（※）を施す
ことで、においも気にならない。
（※）ポリジン社が開発した銀イオンの働きで、においの原因となるバクテリアの
増殖を抑制する技術。

○農作業中にも肩ひもがずれにくく、肩まわりが動かしやすく、前にかがんだ時に胸もとが見え
にくい、
“タンクトップ”を採用。
・品番：CLB・690
・価格：3,400 円＋税(LL サイズは 3,700 円＋税)
・サイズ：M、L、LL
・カラー：GB（杢ｸﾞﾚｰ）
、KA（ｽｷﾝﾌﾞﾗｳﾝ）、PI（杢ﾊﾟｰﾌﾟﾙ）、SX（ﾌｪｻﾞｰｻｯｸｽ）
、YE（ﾊﾟｳﾀﾞｰｸﾘｰﾑ）
・発売時期：2017 年 4 月
・販売計画枚数：25,000 枚（2017 年 4 月～9 月）

③ショーツ
（既存の『すそピタショーツ』をベースに開発）

【農業女子の要望・こだわり】
“立ったり座ったりを繰り返すので、裾のズレ上がりが気にならない
ものがいい。
”
“長時間座っていることが多いので、ヒップ部分は肌あたりが良くないと･･･。”
【特長】（☆部分が農業女子プロジェクトとワコールが新しく開発したポイント）
○ワコール独自の構造で、ヒップをすっぽり立体的に包み込み、動いても裾がズレ上がりにくい。
○ウエスト、前裾、後ろ裾は肌ざわりの良いフリーなカッティング素材使いで、
アウターにひびきにくい。
☆ヒップ部の接ぎ部分を、立体接着技術によりフラットに仕上げることで、縫い目がごろつかず、
肌あたりがよく快適。
・品番：PPB・560（商品名『すそピタショーツ』
）
・価格：2,000 円＋税
・サイズ：M、L
・カラー：BL（ﾌﾞﾗｯｸ）
、BU（ｵｰﾙﾄﾞﾈｲﾋﾞｰ）
、KA（ｽｷﾝﾌﾞﾗｳﾝ）
・発売時期：2017 年 5 月
・販売計画枚数：25,000 枚（2017 年 5 月～9 月）
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④ロングタイツ
（既存の「UNDER WEAR BY CW-X（ｱﾝﾀﾞｰ ｳｪｱ ﾊﾞｲ ｼｰﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ ｴｯｸｽ）
」（※）の
股関節・ひざサポートタイツ をベースに開発）

【農業女子の要望・こだわり】
“同じ動作を繰り返したり、重いものを持つことが多い。
農作業で疲れを感じるのは、腰やひざ。なんとかしたい。”
“長時間、しゃがむ体勢で仕事をするので、ウエストはきつくない方がいい。”
“からだをサポートするタイプでも、着脱がしやすく、締めつけすぎないもの
がいい。”
【特長】（☆部分が農業女子プロジェクトとワコールが新しく開発したポイント）
○スポーツ科学の“テーピング原理”をウェアに応用し、股関節を支え、ひざを
サポートすることで、運動時の負担を軽減。
○吸汗速乾性、ストレッチ性にすぐれ、UV カット機能や汗の消臭機能も備えている。
〇全体的にここちよいサポート感で、着脱しやすいライトな着用感。
全方向によく伸びてよく戻る素材を使用し、締めつけ感を軽減
☆足首まわりは、折返し始末にしないで、薄く仕上げることで締めつけ感を軽減。
・品番：DXY・279（商品名「UNDER WEAR BY CW-X」
股関節・ひざサポートタイツ＜エキスパートタイプ＞9 分丈）
・価格：10,000 円＋税
・サイズ：M、L、LL
・カラー：BL（ﾌﾞﾗｯｸ）
、GY（ｸﾞﾚｰ）
、KO（ﾈｲﾋﾞｰ）
・発売時期：2017 年 2 月
・販売計画枚数：700 枚（2017 年 2 月～7 月）
※「UNDER WEAR BY CW-X」とは、 ワコールの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）
」より展開している、
“動く”をサポートする新発想のインナー。

■関連ホームページ
・「すごい下着発明部 農学科」
：http://www.wacoal.jp/nougyoujoshi
・ワコールウェブストア：http://store.wacoal.jp/（2017 年 2 月～販売開始）

※「すごい下着発明部」
「農学科」『GOCOCi』「すそピタ」「CW-X」は株式会社ワコールの登録商標
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 （京都）TEL：075-682-1006
〔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

FAX：075-682-1103

0120-307-056（平日：9:30～17:00）
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