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＜報道関係各位＞ 

このたび、婦人服の製造販売ブランド DoCLASSE(ドゥクラッセ/本社：東京都世田谷区/社長：林恵子）は、業

界基準値を上回り、冷たさを感じる接触冷感素材を使用した【冷やし紳士服】シリーズを 4 月 20 日(火)より WEB、

4 月 27 日（火）よりカタログや一部店舗にて発売いたします。また、生地に 10 もの機能をプラスした多機能シリー

ズ【10(テン)ファンクション】シリーズも登場。機能性にこだわったアイテムも同時販売開始いたします。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DoCLASSEでは、デザイン性はもちろん、着心地にこだわり高機能素材を取り入れたアイテムを揃えていま

す。 

このたび、4月27日（火）より、冷たさを感じる接触冷感素材を使用した【冷やし紳士服】シリーズを新発売い

たします。触れた瞬間に冷たさを感じる特殊素材「Doアイステックス」を採用した「アイステックスジャケット・パン

ツ」や、接触冷感素材「プラスクール」を使用し、高ストレッチ機能や防シワも叶えた「涼しい＋α」の「プラスクー

ルジャケット・パンツ」が新登場いたします。 

一般的には、Qmax値が0.2以上のものが「接触冷感素材」と呼ばれていますが、【冷やし紳士服】シリーズ

は、接触冷温感評価値（最大熱吸収速度）において、0.3以上の数値をクリアした接触冷感素材を使用し、いず

れもその基準を上回っているお墨付きの接触冷感素材となっています。暑い時期にも涼しく過ごせる最新素材

を取り入れた夏の涼品です。 

 

また、同販売日には、ハリと清涼感のある鹿の子編みの生地に、10もの機能をプラスした多機能シリーズ

【10(テン)ファンクション】から、Tシャツ・ポロシャツ・ボタンダウンシャツが登場。【10ファンクション】は消臭、汗ジ

ミ軽減、撥水、速乾、透け防止など男性のＴシャツに対する悩みを解決する多機能アイテムとなっています。  

 

DoCLASSEでは、日常生活だけでなくゴルフウェアとしてもご着用いただける商品を取り揃えています。 

3月に発売した、「GOLFストレッチブロークンツイルパンツ」は、ティーホルダー付きポケットやスコアカードが入

るWポケットなど機能面を兼ね備えており、ご好評いただいております。 

 

日常生活はもちろん、ゴルフシーンでも活躍する機能性の高いアイテムをぜひお楽しみください。  

2021年 4月 20日  株式会社 DoCLASSE 

 

DoCLASSE、「冷やし紳士服はじめました。」 

業界基準値を超える接触冷感素材を使用した【冷やし紳士服】シリーズ新発売 

暑い時期にも涼しく過ごせるひんやり素材を取り入れたジャケットやパンツが登場 

10もの機能をプラスした多機能シリーズや、高ストレッチのゴルフパンツなど機能性にこだわったアイテムも登場 
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「冷やし紳士服」シリーズ 

アイステックスジャケット 

触れた瞬間に冷たさを感じる特殊素材「Doアイステックス」を採用

した、軽量なアンコン仕立ての2ボタンジャケット。動きまわってもひん

やり感が持続します。高いストレッチ性を備え、着心地も楽ちん。シワ

になりにくく、鞄に入れても、出したらすぐに着られます。自宅で洗濯

できてケアも簡単。UVカット機能付きで、紫外線対策もOK。 

 

■カラー展開  ： 全3色 ネイビー/ベージュ/ブラック   

■価格 ： 14,190円（税込） 

■サイズ ： S、M、Ｌ、XL、ＸＸＬ 

■素材 ： 表地/ナイロン76%、ポリウレタン24% 

         裏地/ポリエステル100% 

■洗濯表示 ： 洗濯機可 

 

 

 

 

   

 

アイステックスパンツ 

接触冷感素材「Doアイステックス」を採用した、軽快なパンツ。動き

回ってもひんやり感が持続。高いストレッチ性を備え、歩きやすく、ゴ

ルフ時にご着用も動きがスムーズでプレーの邪魔になりません。ウエ

ストには快適なドローコード付き。シワになりにくく、クリーニング不

要。後ろにはスコアカードを収納できるポケット付き。街映えして、大

人のゴルフスタイルにも似合うシルエット。 

 

■カラー展開  ： 全3色 ネイビー/ベージュ/ブラック   

■価格 ： 8,789円（税込） 

■サイズ ： S、M、Ｌ、XL、ＸＸＬ 

■素材 ： 表地/ナイロン76%、ポリウレタン24%  

■洗濯表示 ： 洗濯機可 

 

 

 

 

   

 

モチモチメッシュジャケット 

触った瞬間、そのもちもち感にまず驚き、ひんやりとした冷感にさら

に驚きます。高通気性のメッシュ状に編んだ生地だから、涼しさも抜

群。360度ストレッチで、スポーツジャージーのように動きやすく車の

運転もしやすい。なのに、見た目はきちんと見えるテーラードジャケッ

ト。芯地などの副資材を省いたアンコン仕立てで、ソフト&軽快な着心

地です。 

 

■カラー展開  ： 全3色 ネイビー/ブルー/ベージュ   

■価格 ： 10,989円（税込） 

■サイズ ： S、M、Ｌ、XL、ＸＸＬ 

■素材 ： 表地/ナイロン84％・ポリウレタン16％ 

裏地/ポリエステル100％  

■洗濯表示 ： 洗濯機可 

 

 

 

CooLより涼しい ICEジャケパン 

Suzushii  

 

360度ストレッチ、高通気性のメッシュ状に編んだ生地で涼しいモチモチジャケット 

Suzushii  
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接触冷感、高ストレッチ、防シワ「涼しい＋α」ジャケパン 

Suzushii  

 

プラスクール パンツ ノータック/ワンタック 

不快指数が高い日本の夏のために開発された、「プラスクール」。はいた

瞬間にひんやり。その秘密は、Qmax値（肌が生地に触れたときの冷たさの

値）約0.32W/cm²というハイレベルな接触冷感性。しかも、回復率が約90％

という伸縮性の高さで、のびのび動けて楽ラク。家庭で手洗いできて、シワ

になりにくいから、お手入れも簡単です。 

 

■カラー展開  ： 全9色 グレーパターン/サーモピンク/ 

ブルーパターン/カーキ/グレー×グレー   

ホワイト×ブラック/チャコール/ネイビーパターン 

ネイビーチェック  

■価格 ： 6,589円（税込） 

■サイズ ： S、M、Ｌ、XL、ＸＸＬ 

■素材 ： (カラー006・059・149・403・496・501)ポリエステル48％・ 

綿48％・ポリウレタン4％、(カラー070・120・130) 

ポリエステル54％・綿42％・ポリウレタン4％ 

■洗濯表示 ： 手洗い可 

 

 

 

 

   

 

プラスクール ジャケット 

コットン本来の風合いを損なっていない、接触冷感素材「プラスクール」を
使用したジャケット。持続するひんやり感とともに、回復率が約90％という高
ストレッチで、動きやすくシワになりにくい。スーツとは異なり、裏地・芯地・肩
パットなどを使用せず、ソフトで軽快な着心地が特徴であるアンコン仕立て
で、着心地も見た目も涼しげです。 
 

■カラー展開  ： 全3色 ネイビー/ブルーパターン/チャコール  

■価格 ： 14,190円（税込） 

■サイズ ： S、M、Ｌ、XL、ＸＸＬ 

■素材 ： カラー070表地/ポリエステル54%・綿42%・ 

   ポリウレタン4%、カラー(403、496)表地/ポリエステル48%・ 

綿48%・ポリウレタン4%、全カラー裏地/ポリエステル100% 

■洗濯表示 ： 手洗い可 
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【10ファンクション】機能 

①消臭 ②汗ジミ軽減 ③撥水 ④速乾 ⑤透け防止 

⑥色褪せ軽減 ⑦ＵＶカット ⑧防汚 ⑨毛玉防止 ⑩洗濯耐久 

 

 

 

 

■カラー展開  ： 全5色 オフホワイト/オレンジ/チャコール 

ロイヤルブルー/ダークネイビー 

■価格 ： 3,229円（税込） 

■サイズ ： S、M、Ｌ、XL、ＸＸＬ 

■素材 ： ポリエステル65%・綿35% 

■洗濯表示 ： 洗濯機可 

 

 

 

 

 

 

■カラー展開  ： 全6色 オフホワイト/ダークネイビー/チャコール/サックス/ 

          ピスタチオ/ライトピンク    

■価格 ： 4,389円（税込） 

■サイズ ： S、M、Ｌ、XL、ＸＸＬ 

■素材 ： ポリエステル65%・綿35%  

(リブ部分 綿81%・ポリエステル17%・ポリウレタン2%) 

■洗濯表示 ： 洗濯機可 

 

 

 

 

 

■カラー展開  ： 全6色 オフホワイト/ダークネイビー/チャコール/サックス/ 

          ピスタチオ/ライトピンク 

■価格 ： 4,389円（税込） 

■サイズ ： S、M、Ｌ、XL、ＸＸＬ 

■素材 ： ポリエステル65%・綿35%  

■洗濯表示 ： 洗濯機可 

 

 

 

【10 (テン) ファンクション】シリーズ 

10 ファンクション鹿の子半袖 T 

Suzushii  

 

10 ファンクション鹿の子シャツ 

Suzushii  

 

10 ファンクション鹿の子ポロ 

Suzushii  
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ストレッチ・吸水速乾・UVカット・遮熱・洗濯機OK 

 
■カラー展開  ： 全6色 オレンジ/ホワイト/サックス/ベージュ 

            チャコール/ネイビー   

■価格 ： 6,589円（税込） 

■サイズ ： S、M、Ｌ、XL、ＸＸＬ 

■素材 ： 綿53%・ポリエステル45%・ポリウレタン2% 

■洗濯表示 ： 洗濯機可 

 

POINT 

①ヒップに2本のダーツを入れて、ヒップを高く見せます 

②スコアカードも入るWポケット 

③右太もも部分のファスナー。ポケットには、ティーホルダー付き。 

④伸張性120％（従来のストレッチコットンパンツは伸張性110％） 

という格上のストレッチ性を実現。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「DoCLASSE(ドゥクラッセ)」は“おとな輝く服”をテーマに掲げ、商品企画・製造・販売・配送まで自社で行う 40 代か

らの婦人服・紳士服のファッションブランドです。“内面の美しさが充実するミドルエイジの方々を、ファッションの力

で応援したい”という強い思いを抱いて 2007 年に創業いたしました。カタログ通販から始まり、EC・実店舗と販路

拡大し、現在ではカタログ会員約 300 万人、実店舗は全国 58 店舗を展開しています。 

ひとつ年を重ねるたびに、ひとつ素敵になってほしい。大人の輝く毎日をドゥクラッセはファッションで応援していま

す。 

 

B.GOLF ストレッチブロークンツイルパンツ 

DoCLASSE とは 
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