
  

 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

DoCLASSE PR事務局（プラチナム内）友成・壬生 TEL：03-5572-7351 MAIL：doclasse@vectorinc.co.jp 

 

＜報道関係各位＞ 

 

婦人服・紳士服の製造販売ブランド、株式会社DoCLASSE（ドゥクラッセ）は、「冷えから、自由に。」をコンセプト

にした大人世代のための温活ウェアブランド「Nukle（ヌックル）」を発売いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Nukle」は、「冷え」と「血流」の関係に着目して開発された、大人世代のための温活ウェアです。素材には、ト

ルマリン鉱石のマイナスイオン粒子と備長炭の炭素粒子をナノテクノロジーで配合した高機能繊維「ナノミックス

®」を採用。素肌をしっとり心地良いぬくもりで包みながら、カラダ本来の温まる力に働きかけます。 

 

2021年に発売を開始した本ブランドは、初年度から多くのお客様にご愛用いただき、ご購入者アンケートでは

満足度90％以上と、大変ご好評いただいています。 

 

2年目となる今シーズンは、昨年お客様からいただいた「こんなアイテムがあったらいいな」というアイデアを全て

商品化。ふんわりとろける肌触りのニット、スフレシリーズをはじめ、ドッグウェアやブランケット、アームウォーマ

ーなど、使用シーンや悩みに応じて選べるバラエティ豊かなラインナップとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年 1月 10日  株式会社 DoCLASSE 

冬は体が“冷え”やすい！ 大人世代やワンちゃんも温活でポカポカに 

「じんわり心地いい」 ご購入者満足度90％以上！  

温活ウェアブランド「Nukle（ヌックル）」から新商品登場 
ブランド第一号となる実店舗が日比谷シャンテにオープン 
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2011年9月DoCLASSEが初めての店舗を構えた日比谷シャンテ。記念すべきこの地に、『Nukle』ブランドの第一

号店「DoCLASSE Nukle日比谷シャンテ店」が2022年11月にオープンいたしました。本店舗は、Nukleの全商品を

手に取って頂ける、全国で唯一の店舗となっています。日比谷シャンテにお出かけの際は是非、DoCLASSEのレ

ディース・メンズ商品と併せてお楽しみください。 

・ショップ正式名称：DoCLASSE Nukle日比谷シャンテ店 

・住所        ：東京都千代田区有楽町1-2-2 日比谷シャンテ 2階 

・営業時間     ：11:00-20:00 

・定休日       ：日比谷シャンテに準ずる 

・電話番号     ：0120-033-098 

 

■愛犬とお揃いで楽しめる、おさんぽ温活グッズ 

冬を迎えるワンちゃんと飼い主さんに向けて、高機能繊維ナノミックス®

を編んだおさんぽ温活グッズが新登場。ワンちゃんを冬の寒さから守るニッ

トジャケットや、愛犬とペアコーデを楽しめる同素材のアームウォーマーや

ニットキャップもご用意しました。 

 

■「男の隠れ冷え性」にご用心。メンズアイテムも充実の品揃え 

近年、運動不足や生活習慣の乱れ、ストレスから、冷えに悩む「男性の

冷え性」が急増。おうち時間に温活できるメンズアイテムから、お出かけシ

ーンに対応したスタイリッシュな温活アイテムもラインナップ。 

 

■ふわっと軽い空気のような着心地「スフレニット」 

ふんわり軽く口どけの良いスイーツ「スフレ」のような、エアリーな着心地

と肌がとろける感触を実現したニットシリーズが新登場。天然素材の再生

繊維であり、シルキーななめらかさを持つレーヨンを配合した毛足の短いモ

ール糸を、ナノミックス®と一緒にふんわり編み立てました。ふくらみのある

しっとりとした肌触りながら、軽く控えめなボリューム感で、すっきり着こなせ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気も熱も使わないのに着るとじんわり温かく、手足もポカポカ心地良く。Nukleならではの「じんわりめぐるぬくもり

感」のヒミツは、素材に編み込んだ「ナノミックス®」にあります。その正体は、備長炭とトルマリン鉱石を超微細化して練

り込んだ特殊繊維。備長炭由来の遠赤外線とトルマリン鉱石由来のマイナスイオンによるダブルのアプローチで、冷え

ないカラダ習慣を応援します。さらに、Nukleでは「ナノミックス®」をふわふわニットに編み込む独自製法（特許出願中）

を開発するなど、肌に触れた瞬間からじんわり心地良いぬくもりに包まれる素材感にもこだわりました。 

Nukleシリーズ 新作の特徴 

 

ブランド第一号となる実店舗がオープン！ 

Nukleのテクノロジー 

①トルマリン鉱石、備長炭を 1億分

の 1/ｍにまでナノ化。 

②ナノ化したトルマリンと備長炭を

糸に練り込む。 
③遠赤外線とマイナスイオンがダ

ブルに作用。ぬくもりめぐる力にア

プローチします。 

 

④心地よいぬくもりに包まれて、

全身ぽかぽか＆しっとり肌に。 
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商品概要 

■商品名  ：Nukle・スマートラップボディウォーマー 

■カラー展開 ：9色（ライトグレー、ブラック、ソフトピンク 

ネイビー、ライトアプリコット、モカ、 

ラベンダー、グレー×ブラック、 

グレー×グレー） 

■サイズ  ：F 

■価格  ：￥3,990+税 

■素材  ：ナイロン60％・ポリエステル36％・ 

ポリウレタン4％  

グレー×ブラック/グレー×グレーのみ  

ナイロン54％・ポリエステル42％・ 

ポリウレタン4％ 

■洗濯表示 ：手洗い可 

https://www.doclasse.com/item/detail/1_1_13103/710 

 

 

■商品名  ：Nukle・裏パイルソックス 

■カラー展開 ：12色（ピンクベージュ、ラベンダー、ホワイト 

グレーパターン、ベージュ、ソフトピンク 

ベージュ･パターン、レッドブラウン 

ブルー、ネイビー、ライトグレー 

ブラック） 

■サイズ  ：M、L 

■価格  ：￥3,990+税 

■素材  ：アクリル59％・ポリエステル20％・ 

ナイロン14％・毛6％・ポリウレタン1％ 

■洗濯表示 ：手洗い可 

https://www.doclasse.com/item/detail/1_1_13108/710 

 

足裏ふかふか、床暖いらずのぬくもり 

Nukle・裏パイルソックス 

■商品名  ：Nukle・テディベビーブランケット 

■カラー展開 ：3色（ペールブルー、ライトグレージュ、 

ラベンダー） 

■サイズ  ：F 

■価格  ：￥8,990+税 

■素材  ：ポリエステル100% 

■洗濯表示 ：手洗い可 

 

https://www.doclasse.com/item/detail/1_1_13113/411 

 

赤ちゃんの体温調節やバリア機能を応援する

Nukle・テディベビーブランケット 
大人の冷えに特化した高機能腹巻き 

Nukle・スマートラップボディウォーマー 

■商品名  ：Nukle・シルク混裏パイルソックス 

■カラー展開      ：7色（ブルーグレー・マリンダ・オートミール・

ネイビー・ライトグレー・チャコール・ブラッ

ク） 

■サイズ  ：M、L 

■価格  ：￥3.990+税 

■素材  ：絹26％・綿23％・アクリル23％・ポリエステル

22％・ナイロン5％・ポリウレタン1％ 

■洗濯表示 ：手洗い可 

https://www.doclasse.com/item/detail/1_1_13102/073 

 

カサつく素肌をしっとり包む 

Nukle・シルク混裏パイルソックス 
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■商品名  ：Nukle・テディロングフーディ 

■カラー展開 ：5色（ラベンダー、ライトグレー、ベージュ、 

ネイビー、ブルーグリーン） 

■サイズ  ：S/M、L/XL、XXL 

■価格  ：￥11,900+税 

■素材  ：本体部分 ポリエステル100% 

              ：ブルーグリーンのみ 本体部分 ポリエス

テル97％ ナイロン3％ 

    別布部分 ポリエステル94%、ナイロン6% 

■洗濯表示 ：手洗い可 

https://www.doclasse.com/item/detail/1_1_16318/505 

 

■商品名  ：Nukle・レッグウォーマー 

■カラー展開 ：5色（ブラック、ラベンダー、グレー、 

ネイビー、ホワイト） 

■価格  ：￥3,990+税 

■素材  ：アクリル56%、ポリエステル22%、 

ナイロン15%、毛6%、ポリウレタン1% 

■洗濯表示 ：手洗い可 

https://www.doclasse.com/item/detail/1_1_13106/710 

 

■商品名  ：Nukle・テディドギーニット／柄 

■カラー展開 ：3色（グレーベージュ、ネイビー、ブラック） 

■価格  ：￥4.990+税 

■素材  ：ポリエステル100% 

■洗濯表示 ：洗濯機可 

https://www.doclasse.com/item/detail/1_1_13112/090 

 

ワンちゃんのための温活ウェア 

Nukle・テディドギーニット／柄 

■商品名  ：Nukle・テディアームウォーマー／柄 

■カラー展開 ：3色（グレーベージュ、ネイビー、ブラック） 

■価格  ：￥4.990+税 

■素材  ：ポリエステル100% 

■洗濯表示 ：手洗い可 

https://www.doclasse.com/item/detail/1_1_13110/051 

 

肩甲骨の間を重点的にぬくもりケア 

Nukle・テディロングフーディ 
 

どこでもじんわり、足湯気分 

Nukle・レッグウォーマー  

愛犬とペアコーデでおさんぽ温活 

Nukle・テディアームウォーマー／柄 
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■商品名  ：Nukle・テディプルオーバー 

■カラー展開 ：4色（ラベンダー、ライトグレー、ベージュ、 

ネイビー） 

■サイズ  ：S、M、L 

■価格  ：￥10,900+税 

■素材  ：本体部分 ポリエステル100% 

    別布部分 ポリエステル94%、ナイロン6% 

■洗濯表示 ：手洗い可 

https://www.doclasse.com/item/detail/1_1_16360/710 

 

首・手首・お腹からポカポカ心地良く 

Nukle・テディプルオーバー 

■商品名  ：Nukle・ネックウォーマー 

■カラー展開 ：5色（ブラック、グレー、グレーベージュ、 

ブルーグリーン、ピンク） 

■価格  ：￥4,990+税 

■素材  ：本体部分 ポリエステル97%、ナイロン3% 

■洗濯表示 ：手洗い可 

https://www.doclasse.com/item/detail/1_1_13115/050 

 

■商品名  ：Nukle・テディワイドパンツ 

■カラー展開 ：4色（ラベンダー、ライトグレー、ベージュ、 

ネイビー） 

■サイズ  ：S、M、L 

■価格  ：￥10,900+税 

■素材  ：本体部分 ポリエステル100% 

    別布部分 ポリエステル94%、ナイロン6% 

■洗濯表示 ：手洗い可 

https://www.doclasse.com/item/detail/1_1_16337/710 

 

■商品名  ：Nukle・MEN'Sテディプルオーバー 

■カラー展開 ：4色（グレーパターン、ベージュ、ブラック 

ミッドナイトブルー） 

■サイズ  ：M、L 

■価格  ：￥11.900+税 

■素材  ：本体部分 ポリエステル97%、ナイロン3％ 

    別布部分 ポリエステル94%、ナイロン6% 

■洗濯表示 ：手洗い可 

https://www.doclasse.com/item/detail/1_2_52020/133 

 

はりつめた首･肩をいたわるぬくもり 

Nukle・ネックウォーマー 

腹巻きとワイドパンツが一体化 

Nukle・テディワイドパンツ 
スタイリッシュに温活したい男性たちへ 

Nukle・MEN'Sテディプルオーバー 
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 「DoCLASSE(ドゥクラッセ)」は「愛とお洒落と人生と。」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350万人、実店舗は全国60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 

■商品名  ：Nukle・MEN'Sテディジョガーパンツ 

■カラー展開 ：4色（ライトグレー、ベージュ、ブラック、 

ミッドナイトブルー） 

■サイズ  ：M、L 

■価格  ：￥10,900+税 

■素材  ：本体部分 ポリエステル100% 

    別布部分 ポリエステル94%、ナイロン6% 

■洗濯表示 ：手洗い可 

https://www.doclasse.com/item/detail/1_2_52022/130 

 

プルオーバーとセットで全身温活が叶う 

Nukle・MEN'Sテディジョガーパンツ 

■商品名  ：Nukle・スフレハイネックチュニック 

■カラー展開 ：5色（グレー、グレーベージュ、ブラック、 

ピンク、ブルーグリーン） 

■サイズ  ：S、M、L、XL、XXL 

■価格  ：￥12,900+税 

■素材  ：本体部分 レーヨン50%、ナイロン34%、 

ポリエステル16% 

    別布部分 ポリエステル65%、ナイロン35% 

■洗濯表示 ：手洗い可 

https://www.doclasse.com/item/detail/1_1_13122/320 

 

着るシーンを選ばないシンプルデザイン 

Nukle・スフレハイネックチュニック 
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