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＜報道関係各位＞ 

 

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

は、春夏のベストセラー「ドゥクラッセTシャツ」シリーズから、10％薄く、より涼しくなった夏の大注目商品「ドゥ

クラッセTライト」を発売。全5型のアイテムを展開いたします。また、今シーズンより展開する「ドゥクラッセTシ

ャツ」メンズラインからは男性の体型と汗ジミの目立ちを解消する「ドゥクラッセ WフロントM／袖ガセット」が

誕生。2021年5月20日（木）から公式サイト、5月26日（水）にはカタログにて販売開始いたします。 

※一部商品店舗取り扱いあり 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ドゥクラッセTシャツ」シリーズは、累計販売数220万枚、通販購入者36万人を突破。多くの女性に支持され

るドゥクラッセを代表するベストセラー商品となっています。前身頃を袋縫いで二重に仕上げることで下着が透

けず、ブラウスのように上品に着こなせるとご好評いただいており、お客様に愛され続ける商品だからこそ、シー

ズン毎に改良を重ね、より美しく、心地良い商品へと進化し続けています。 

 

 そしてこの度、透けないダブルフロント構造に加え、新製法の編み超長綿により通常のドゥクラッセTシャツより

約10％薄く、より涼しさを追求した「ドゥクラッセTライト」が5月20日（木）より発売となりました。ドゥクラッセTシャ

ツこだわりの素材である最高級コットン超長綿を、通常よりも軽く柔らかに仕上がる新製法を取り入れ、糸を交

互に編んでいく平編み製法ならではの軽やかさと、糸と糸の間に空気が含まれることで生まれる柔らかな肌触

りを実現しました。今回「ドゥクラッセTライト」には、ボディラインを整える絶妙シルエットを叶えた「クルーネック×

半袖」や上半身をすっきりコンパクトに見せてくれる旬デザインの「ボートネック×フレンチ袖」など合計5型のア

イテムがラインアップ。 

 

 一方、メンズラインからは、体のラインを拾わず、ぽっこりお腹も、ちょっと目立つバストトップも、さりげなく隠

し、すっきり見せることで体型の悩み解消する「ドゥクラッセ WフロントM」や、ワキ部分の生地を二重にすること

で気になるワキ汗の目立ちを解消する「ドゥクラッセ 袖ガセット」が発売となります。 

 

 今後も、お客様お一人おひとりの体型やご着用いただくシーンに合わせ、いつでも快適にお過ごしいただける

商品を展開して参ります。  

 

2021年 5月 21日  株式会社 DoCLASSE 

 
累計販売 220万枚突破！大人気「ドゥクラッセ T シャツ」シリーズから新作が発売 

10％薄く、より涼しくなった夏の大注目商品『ドゥクラッセTライト』が新登場 
メンズラインからは体型の悩みや汗ジミの目立ちを解決する新作をリリース 
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■商品名 ： ドゥクラッセTライト・キーネック／5分袖 

■カラー展開   ： 7色（ホワイト、ライトグレー、ブラック、イエロー、 

フューシャピンク、ペールブルー、ミッドナイトブルー） 

■価格 ： 4,389円（税込） 

■サイズ ： S/M/L/XL/XXL 

■素材 ： 綿100% 

■洗濯表示 ： 手洗い可 

■商品ページ ： https://www.doclasse.com/shop/ladies/g/g15991_010/ 

 

 

■商品名 ： ドゥクラッセTライト・ボートネック／フレンチ袖 

■カラー展開   ： 7色（ホワイト、ライトグレー、ブラック、イエロー、 

フューシャピンク、ペールブルー、ミッドナイトブルー） 

■価格 ： 3,289円（税込） 

■サイズ ： S/M/L/XL/XXL 

■素材 ： 綿100% 

■洗濯表示 ： 手洗い可 

■商品ページ ： https://www.doclasse.com/shop/ladies/g/g15988_200/ 

 

 

■商品名 ： ドゥクラッセTライト・ボートネック／5分袖 

■カラー展開   ： 8色（ホワイト、ライトグレー、ブラック、イエロー、スカーレット、 

フューシャピンク、ペールブルー、ミッドナイトブルー） 

■価格 ： 3,289円（税込） 

■サイズ ： S/M/L/XL/XXL 

■素材 ： 綿100% 

■洗濯表示 ： 手洗い可 

 
 

 

 

 

 

「ドゥクラッセ T ライト・キーネック／5 分袖」 商品概要 

 

「ドゥクラッセ T ライト・ボートネック／フレンチ袖」 商品概要 

 

「ドゥクラッセ T ライト・ボートネック／5分袖」 商品概要 
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■商品名 ： ドゥクラッセTライト・クルーネック／半袖 

■カラー展開   ： 8色（ホワイト、ライトグレー、ブラック、イエロー、スカーレット、 

フューシャピンク、ペールブルー、ミッドナイトブルー） 

■価格 ： 3,289円（税込） 

■サイズ ： S/M/L/XL/XXL 

■素材 ： 綿100% 

■洗濯表示 ： 手洗い可 

 
 

 

■商品名 ： ドゥクラッセTライト・Vネック／半袖」 

■カラー展開   ： 8色（ホワイト、ライトグレー、ブラック、イエロー、スカーレット、 

フューシャピンク、ペールブルー、ミッドナイトブルー） 

■価格 ： 3,289円（税込） 

■サイズ ： S/M/L/XL/XXL 

■素材 ： 綿100% 

■洗濯表示 ： 手洗い可 

 

 

 

 

特徴①10%涼しい平編み超長綿を新開発 

 

ドゥクラッセTシャツのポイントでもある最高級コットン超長綿100％を採用し、 

通常よりも軽く柔らかに仕上がる新製法を取り入れることで、これまでより 

涼しさを追求したドゥクラッセTライト。糸を交互に編んでいく平編み製法ならではの 

軽やかさと、糸と糸の間に空気が含まれることで生まれる柔らかさを実現しました。 

 

特徴②高湿度や真夏日にも快適な抗菌防臭加工をプラス 

 

暑さが苦手な方、汗かき体質の方でも安心な「透けないダブルフロント構造」は 

そのままに、抗菌防臭加工がプラスされ更に快適になりました。 

 

 

 

 
 

「ドゥクラッセ T ライト」 特徴 

 

 

「ドゥクラッセ T ライト・クルーネック／半袖」 商品概要 

 

「ドゥクラッセ T ライト・Vネック／半袖」 商品概要 
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■商品名 ： ドゥクラッセ WフロントM 

■カラー展開   ： 5色（ホワイト、ライトグレー、スティールブルー、 

ライトネイビー、ネイビー） 

■価格 ： 3,289円（税込） 

■サイズ ： S/M/L/XL/XXL 

■素材 ： 綿100% 

■洗濯表示 ： 洗濯機可 

 

 

 

体型の悩みを解決！ 
 

下着が透けないと人気の“ダブルフロント”仕立てをメンズ版にも応用。 

前身頃の生地を二重にすることで、ぽっこりお腹などの気になるところを 

さりげなく隠してボディラインが目立たない仕立てにいたしました。 

また、素材には、ふっくらなめらかな肌触りのプレミアムコットン、 

超長綿を使用。その上、抗菌防臭機能をプラスしているため、 

汗や生乾きの臭いを気にせず、1日清潔にお過ごしいただけます 

 

 

 

 

 

■商品名 ： ドゥクラッセ 袖ガセット 

■カラー展開   ： 5色（ホワイト、ライトグレー、スティールブルー、 

ライトネイビー、ネイビー） 

■価格 ： 3,289円（税込） 

■サイズ ： S/M/L/XL/XXL 

■素材 ： 綿100% 

■洗濯表示 ： 洗濯機可 

 

 

 

 

 

 

 

「ドゥクラッセ W フロント M」 商品概要 

 

「ドゥクラッセ 袖ガセット」 商品概要 

 

「ドゥクラッセ W フロント M」 特徴 
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脇汗ジミの目立ちを解消！ 
 

汗をかくことが多いワキ部分の生地を二重にすることで汗ジミが 

表に出るのを軽減します。また、素材には、ふっくらなめらかな肌触りの 

プレミアムコットン、超長綿を使用。その上、抗菌防臭機能をプラスして 

いるため、汗や生乾きの臭いを気にせず、1日清潔にお過ごしいただけます 

 

 

 

 

 

 
「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。 

 

DoCLASSE とは 

「ドゥクラッセ 袖ガセット」 特徴 
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