
中嶋　修一

株式会社ユニクロ　グループ上席執行役員

ユニクロ　
「2011年春夏　高機能インナー」　セミナー
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ユニクロのミッション

本当に良い服、今までにない新しい価値を持つ服を、

世界中のあらゆるお客様に提供する
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新しい価値を創出するユニクロからの提案商品

ユニクロは、これまで高機能インナーのカテゴリ-で、

常にファッションとデイリーライフサポートの視点から、

さまざまな挑戦をしてきた

「ヒートテック」　=   冬の着こなしを変える

「ブラトップ」 　 =   ブラをしない自由を、もっと。

例えば・・・・
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冬の着こなしを変え、

人々の生活を豊かにする “インナー”

「ヒートテック」

2010年秋冬　「ヒートテック」販売実績

2010年秋冬　8000万点を販売達成
(メンズ、ウィメンズ、キッズのインナー、靴下、ウォーマー類、ジーンズなど、

すべてのヒートテック商品を含む)



4

ユニクロの重要なカテゴリー“インナー”

　機能性＋ファッション＋価格という、ユニクロの優位性を
　　アピールできる

 グローバルにみても、新しい市場としてのチャンスが大きい

　いつでも、どこでも、誰もが、着用する可能性があり、
　　ジャパンテクノロジーで世界中の人々の生活を変えるかも　
　
　　しれない商品群
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　スタイルアップ　

　サラファイン

　シルキードライ

2011年春夏　ユニクロが提案する3大高機能インナー

人々の

夏の装いを変えたい!!
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いま、ユニクロが注目する春夏向け“インナー”

春の日差しによる日焼けや、夏の蒸し暑さなど、

快適なデイリーライフのために、

“インナー”が改善できることは、数多くある
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高機能インナー　No.１ をめざす

ユニクロ

高機能インナー　No. 1 をめざす

これほど快適で着心地がよく、
低価格なインナーウエアを展開している
カジュアルウエアブランドは、ほかにはない
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2011年春夏向け高機能インナー　販売目標　

　スタイルアップ　

　サラファイン

　シルキードライ

2011年春夏　合計3600万点めざす
(メンズ、ウィメンズのインナー類、ブラトップ商品を含む)

9

西川　雅昭

株式会社ユニクロ　生産部部長

ユニクロ　
「2011年春夏　高機能インナー」商品の紹介
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　スタイルアップ　

　サラファイン

　シルキードライ

2011年春夏　ユニクロが提案する3大高機能インナー
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スタイルアップインナー
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　女性の“美”における最大の関心は“スタイル”

　“スタイル”の良さを決める要素は“姿勢”

　服を格好よく着るには“姿勢”から

　姿勢を美しくするには、土台となるインナーが大切

姿勢をサポートし、

身体のラインを美しく見せるインナー

“姿勢”から考えた　姿勢サポートインナー
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従来タイプにくわえ、スタイルアップライト、ノンラインが新登場!!

2011年の新しい「スタイルアップ」インナー

スタイルアップライト スタイルアップノンライン

・　身体のラインを美しく見せます
・　薄くて、軽い素材のため、スッキリとした着心地
・　腰周りがフラットなため、パンツスタイルでも響き
　　にくい構造になっています

・　工夫した編地で身体のラインを美しく見せます
・ 生地をさらに薄くして軽やかに
・　締め付け感なく、自然と背筋や骨盤を意識でき
　　　　
　　ます
・　ドライ機能がついていて、一日中さらりとした着心
　　
　　地です
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■ スタイルアップライトキャミソール（シームレス）　￥９９０

アンダーバストから
脇にかけて、編み
地を変化させた

立体設計で、バスト
ラインを美しく

見せます

バックを
クロスした編み地で、
美しい背筋のライン

を意識できます
サイドから

背中部分の編み地を
変えて、体のラインを
すっきりと見せます

スタイルアップライトキャミソール
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■ スタイルアップライトショーツ（シームレス）　￥９９０

腰回りをサポートし、
おなかをすっきり

おさえます

太ももからヒップ
下をしっかり支え、
ヒップランをアップ
させます

太ももを外側と
内側の両方から

サポートし、
すっきり見せます

スタイルアップライトショーツ　

おなかと腰を
しっかりおさえ
るので、骨盤
の位置を意識
できます
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■ スタイルアップショーツ（ノンライン）　￥９９０

肌側がパワーネット
仕様で、おなかを
すっきりおさえます

ヒップアップラインを
立体的に包み込む、

モールド加工

編み地を徐々に
変化させて、

太ももをサポートし、
ヒップアップ機能を

高めます

スタイルアップショーツ　（ノンライン）

後ろ中心の
ギャザーで、
ヒップラインを

美しく見せます

脚まわりは
フラットで、アウター
にひびきにくい

仕様です
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「スタイルアップ」インナー　驚きの効果

76.5cm

73.5cm

ヒップトップが、3.0cmもUP!

ショーツ着用

スタイルアップを着用した場合と、
ショーツのみ着用した場合に比べて、

ヒップトップが3cm上がり、お腹もへこんでいる

スタイルアップ着用
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「スタイルアップ」インナー商品展開

販売中1,500円S、M、L、XL4Wｽﾀｲﾙｱｯﾌﾟｷｬﾐｿｰﾙ(ﾉﾝﾗｲﾝ)　※

販売中1,990円S、M、L、XL3Wｽﾀｲﾙｱｯﾌﾟﾌﾞﾗｷｬﾐｿｰﾙ(ｼｰﾑﾚｽ)　※

販売中1,990円S、M、L、XL3WｽﾀｲﾙｱｯﾌﾟUﾈｯｸT(ｼｰﾑﾚｽ)(5分袖)　※

販売中990円M/L1Wｽﾀｲﾙｱｯﾌﾟﾚｷﾞﾝｽ(10分丈)

販売中990円M/L1Wｽﾀｲﾙｱｯﾌﾟﾄﾚﾝｶ

販売中990円S、M、L、XL4Wｽﾀｲﾙｱｯﾌﾟﾗｲﾄｼｮｰﾂ(ｼｰﾑﾚｽ)(4分丈)

販売中990円S、M、L、XL4Wｽﾀｲﾙｱｯﾌﾟﾗｲﾄｷｬﾐｿｰﾙ(ｼｰﾑﾚｽ)

販売中990円S、M、L、XL4Wｽﾀｲﾙｱｯﾌﾟｼｮｰﾂ(ﾉﾝﾗｲﾝ)(4分丈)

販売中990円S、M、L、XL3Wｽﾀｲﾙｱｯﾌﾟｼｮｰﾂ(ｼｰﾑﾚｽ)(4分丈)

販売中990円S、M、L、XL3Wｽﾀｲﾙｱｯﾌﾟｷｬﾐｿｰﾙ(ｼｰﾑﾚｽ)

発売時期税込価格サイズカラー数商品名

※　一部店舗取り扱い商品
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サラファイン
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エアコンインナー　「サラファイン」

　汗ばむ夏を快適にする高機能インナー「サラファイン」　
　　

は、「“汗”も“冷房の冷え”も嫌。」という女性の声から
うまれた。

　旭化成の呼吸する繊維「キュプラ」と東レの異形断面
　　

ナイロンを複合したハイテク繊維。「キュプラ」の湿気を
　　　

吸収するドライ機能で、衣服内を常に快適に保つ。

　異形断面ナイロンとの組み合わせが柔らかい風合いと、
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衣服の汗や湿気を逃がす「サラファイン」の特長

エアコン機能 呼吸する繊維が衣服内の汗や湿気を逃す　
　　　　　　　　　 　　　
　　　　　　　　　　　 から、ムレにくい

快適な着心地 柔らかい風合いで、サラサラした肌触り

吸汗速乾 水分をすばやく吸収して発散させるから、さわ
　　　　　　　　

やかな着心地

涼しい触感 身体から出る熱をすばやく逃がし、ひんやりと
　　　　　　　　　

した肌触り

ストレッチ性 伸縮性のある素材で、身体にきれいにフィット
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2011年注目は、「サラファインブラトップ」

お客さまからの熱い支持を受け
「サラファイン」に、“ブラトップ型”が登場!!
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「サラファインブラトップ」の特長

「サラファインブラトップ」に適した素材を採用。
透けにくい素材を採用しているので、1枚でも着用可能。

ソフトなカップを使用し、

ナチュラルなフィット感です

カップ内側は二重構造で

吸収した水分を拡散し、

すばやく乾かします

フロントの二重構造の

引き上げによりサポート

力をアップさせます

サイドの二重構造に

より胸をサポートし、

バストラインを美しく

みせます
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「サラファイン」の商品展開

2月中旬1,500円S、M、L、XL3WｻﾗﾌｧｲﾝUVｶｯﾄﾎﾞｰﾀﾞｰｸﾙｰT(長袖）

2月中旬1,500円S、M、L、XL4WｻﾗﾌｧｲﾝUVｶｯﾄｸﾙｰﾈｯｸT(長袖)

4月下旬1,990円S、M、L、XL2WｻﾗﾌｧｲﾝUVｱｾﾄﾘﾌﾞﾗｷｬﾐｿｰﾙ(ｽﾀｰ)

4月下旬1,990円S、M、L、XL2WｻﾗﾌｧｲﾝUVｱｾﾄﾘﾌﾞﾗｷｬﾐｿｰﾙ(ﾎﾞｰﾀﾞｰ)

4月下旬1,990円S、M、L、XL4WｻﾗﾌｧｲﾝUVｱｾﾄﾘﾌﾞﾗｷｬﾐｿｰﾙ

3月中旬1,500円S、M、L、XL2WｻﾗﾌｧｲﾝUVﾌﾞﾗﾀﾝｸﾄｯﾌﾟ(ﾎﾞｰﾀﾞｰ)

3月中旬1,500円S、M、L、XL2WｻﾗﾌｧｲﾝUVﾌﾞﾗｷｬﾐｿｰﾙ(ﾎﾞｰﾀﾞｰ)

販売中1,500円S、M、L、XL5WｻﾗﾌｧｲﾝUVｶｯﾄﾌﾞﾗﾀﾝｸﾄｯﾌﾟ

販売中1,500円S、M、L、XL6WｻﾗﾌｧｲﾝUVｶｯﾄﾌﾞﾗｷｬﾐｿｰﾙ

販売中990円S、M、L、XL6Wｻﾗﾌｧｲﾝﾀﾝｸﾄｯﾌﾟ ※

販売中1,500円S、M、L、XL3Wｻﾗﾌｧｲﾝｱｾﾄﾘｷｬﾐｿｰﾙ

販売中1,500円S、M、L、XL3WｻﾗﾌｧｲﾝｱｾﾄﾘUﾈｯｸT(半袖)

4月下旬990円S、M、L、XL3WｻﾗﾌｧｲﾝUﾈｯｸTﾏﾙﾁﾎﾞｰﾀﾞｰ(半袖)

4月上旬990円S、M、L、XL3WｻﾗﾌｧｲﾝUﾈｯｸT(ﾌﾗﾜｰ)(半袖)

2月中旬990円S、M、L、XL3WｻﾗﾌｧｲﾝUﾈｯｸT(ﾄﾞｯﾄ)(半袖)

販売中990円S、M、L、XL4WｻﾗﾌｧｲﾝUﾈｯｸT(ﾎﾞｰﾀﾞｰ)(半袖)

販売中990円S、M、L、XL5WｻﾗﾌｧｲﾝUﾈｯｸT(半袖)

4月下旬990円S、M、L、XL3Wｻﾗﾌｧｲﾝｷｬﾐｿｰﾙ(ﾏﾙﾁﾎﾞｰﾀﾞｰ)

4月上旬990円S、M、L、XL3Wｻﾗﾌｧｲﾝｷｬﾐｿｰﾙ(ﾌﾗﾜｰ)

2月中旬990円S、M、L、XL3Wｻﾗﾌｧｲﾝｷｬﾐｿｰﾙ(ﾄﾞｯﾄ)

販売中990円S、M、L、XL4Wｻﾗﾌｧｲﾝｷｬﾐｿｰﾙ(ﾎﾞｰﾀﾞｰ)

販売中990円S、M、L、XL6Wｻﾗﾌｧｲﾝｷｬﾐｿｰﾙ

発売予定時期税込価格サイズカラー数商品名

※　一部店舗
取り扱い商品
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シルキードライ
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　消臭機能　　　　　加齢臭や汗の臭いを抑える機能　　　

 優れた着心地　 なめらかで光沢感のある極細繊維を　
　　　　　　　　　　　 　

採用。「着心地ゼロ」を実現

　吸汗速乾機能 汗を素早く吸収・拡散し、ムレを防ぐ　
　　　　　　　　　　　　 　

優れたドライ機能

　ストレッチ機能 　抜群のストレッチ性

　抗菌防臭機能 　部屋干ししても臭わない

「シルキードライ」の商品特長
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　「男性下着にも気持ちよさを。」というテーマで開発。

　ユニクロと東レの共同開発による、極限まで極細化
　　

　した「カチオン可染型ポリマー」を使用したマイクロファ
　　

　イバーを使用。

　極細繊維の驚くほどの滑らかな肌触りで、締め付け
　　　
　　ることなく身体にフィット。「着心地ゼロ」を実現。

“着心地ゼロ”インナー　「シルキードライ」
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「シルキードライ」「ポリエステル100％」「綿100%」の３種類
の生地をテーブルにかける。
やわらかい生地は、“ひだ”が広がらない。

上
部

側
面

従来ポリエステル 綿１００

シルキードライ ： ドレープ実験
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「シルキードライ」商品展開

3月下旬990円M、L、XL3ｼﾙｷｰﾄﾞﾗｲﾌﾟﾘﾝﾄﾎﾞｸｻｰﾌﾞﾘｰﾌ (LR)

3月下旬990円M、L、XL1ｼﾙｷｰﾄﾞﾗｲﾎﾞｰﾀﾞｰﾎﾞｸｻｰﾌﾞﾘｰﾌ (LR)

5月上旬990円M、L、XL2ｼﾙｷｰﾄﾞﾗｲﾒｯｼｭﾎﾞｸｻｰﾌﾞﾘｰﾌ (LR)

販売中990円M、L、XL6ｼﾙｷｰﾄﾞﾗｲﾎﾞｸｻｰﾌﾞﾘｰﾌ(LR)

3月下旬990円M、L、XL3ｼﾙｷｰﾄﾞﾗｲﾌﾟﾘﾝﾄﾎﾞｸｻｰﾌﾞﾘｰﾌ

3月下旬990円M、L、XL1ｼﾙｷｰﾄﾞﾗｲﾎﾞｰﾀﾞｰﾎﾞｸｻｰﾌﾞﾘｰﾌ

5月上旬990円M、L、XL2ｼﾙｷｰﾄﾞﾗｲﾒｯｼｭﾎﾞｸｻｰﾌﾞﾘｰﾌ

販売中990円M、L、XL6ｼﾙｷｰﾄﾞﾗｲﾎﾞｸｻｰﾌﾞﾘｰﾌ

2月中旬990円M、L、XL2ｼﾙｷｰﾄﾞﾗｲﾛﾝｸﾞﾌﾞﾘｰﾌ (ﾒｯｼｭ)　※

2月中旬990円M、L、XL2ｼﾙｷｰﾄﾞﾗｲﾛﾝｸﾞﾎﾞｸｻｰﾌﾞﾘｰﾌ 　※

3月下旬990円S、M、L、XL2ｼﾙｷｰﾄﾞﾗｲVﾈｯｸﾉｰｽﾘｰﾌﾞ (ﾊﾘﾇｷ)　※

3月下旬990円S、M、L、XL2ｼﾙｷｰﾄﾞﾗｲVﾈｯｸT(半袖) (ﾊﾘﾇｷ)　※

販売中990円S、M、L、XL3ｼﾙｷｰﾄﾞﾗｲｸﾙｰﾈｯｸT(半袖)

販売中990円S、M、L、XL4ｼﾙｷｰﾄﾞﾗｲVﾈｯｸT(半袖)

販売中1500円S、M、L、XL2ｼﾙｷｰﾄﾞﾗｲｸﾙｰﾈｯｸT(9分丈)　

販売中1500円S、M、L、XL2ｼﾙｷｰﾄﾞﾗｲVﾈｯｸT(9分丈) 

発売予定時期税込価格サイズカラー数商品名

※　一部店舗取り扱い商品
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【WEB】 商品に関する意見や感想などを、ユーザー同士で交換
　　　
　　　　　できるＷＥＢサイト「UNIQLINK」を2月下旬からオープン

2011年春夏　高機能インナー　広告展開

商品について、あるユーザーが質問を投稿し、
別のユーザーがこの質問に答える仕組みになっ
ており、感想や意見などお客様の声が集まっ
てサイトが展開されていきます。

　　　　　　　
　　　http://www.uniqlo.com/uniqlink

(ホームページ　表示例)
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【新聞】　2月11日に、主要新聞にて掲載予定

2011年春夏　高機能インナー　広告展開
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【TVCM】 2月末から、「サラファイン」「シルキードライ」
　　　　　　 TVCM放映予定

2011年春夏　高機能インナー　広告展開


