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ストレッチ＆ファイテンでさらにリラックス!!

「ストレス対策ファイテンシリーズ」
～ストレス対策スーツ＆アイシャツにファイテン搭載～
はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長執行役員 治山 正史）は、「スト
レス対策シリーズ」の新商品として、ファイテン株式会社(以下、ファイテン)の水溶化メタル技術
を用いて共同開発した『ファイテンニットスーツ』『ファイテンスーツ』と『ファイテンアイシャ
ツ』
を、
全国のはるやま(2016 年 2 月末現在 259 店舗)にて 3 月 19 日(土)より順次発売いたします。
驚くほどの動きやすさと、軽い着心地で“リラックス効果”を実現した「ストレス対策スーツ」
と「アイシャツ」に、ファイテンの技術をプラスしたアイテムを発売します。ファイテン独自の技
術により、チタンをナノレベルで水中に分散させたアクアチタンを、スーツとアイシャツの生地に
含浸しました。世界のトップアスリートから多数の支持を得ている、ファイテンのアクアチタン製
品は、身に着けることでコンディションを整えリラックス状態へサポートするとされ、現在も研究
が進められている新素材です。
今回発売する『ストレス対策ファイテンシリーズ』のスーツは 2 タイプ。「ファイテンニットス
ーツ」は、従来のストレス対策スーツをバージョンアップし、ニット素材の表地にファイテンの技
術をプラスしています。そして、「ファイテンスーツ」は、業界 No.1 のストレッチ性(当社調べ)
を誇るウール 100％の表地に、ファイテンのアクアチタンを含浸した裏地をセット。ウールらしい
風合いと、国内で最先端となる織物加工技術による優れたストレッチ性を実現しました。
2 タイプとも、スーツ自体の動きやすさと軽さからくるリラックス感に加え、ファイテンを全身
で着ることができ、心身をさらなるリラックス状態へとサポートします。
『ストレス対策ファイテンシリーズ』は、当社のストレス対策アイテムを初めて着用される方も、
既に体験された方にも、“リラックスできる着心地”を実感いただける１着です。また、肩や腰を
しっかりサポートしたい方には、今回発売するスーツとシャツのセット着用がおススメです。

当社は今後も、多忙なビジネスマンに向け「健康」を考えたスーツをご提案いたします。

■ストレス対策スーツとアイシャツついて
“ニット素材”で仕上げ、360 度ストレッチによる快適な着心地とスタイリッシュさを兼ね備
えたスーツとシャツです。ビジネスウェア着用時の窮屈さを解消したいというお客様のニーズ
により当社が開発し、着用実験においてリラックス効果が実証されました(※1 別紙参照)。

■「ストレス対策ファイテンシリーズ」商品概要■
驚くほどの動き易さと軽い着心地の「ストレス対策スーツ」、
「アイシャツ」の生地にファイテ
ンの技術をプラス。
“リラックスできる着心地”をお届けします。肩や腰をしっかりサポートし
たい方には、スーツとシャツのセット着用がおススメです！
「ファイテンニットスーツ」
肩や背中がしっかりと伸び、
抜群の動きやすさです。
“ニット素材”を採用し、従来
のストレッチ素材に比べ、縦
横で 130～140％という脅威
の伸縮率。表地にファイテン
のアクアチタンを搭載してい
ます。
「ファイテンアイシャツ」
アイシャツの機能はそのまま
に、生地にファイテンのアクア
チタンを含浸しました。
ファイテンスーツや、ファイテ
ンニットスーツと併用すれば、
ファイテンを全身で着ることが
できます。

「ファイテンスーツ」 最先端の織物加工技術で業界 No.1 のストレッ
チ性（当社調べ)を実現したウール 100％の表地を使用。
裏地はファイテンの技術をプラスし、リラックスできる着心地を追求。
商 品名

ファイテンスーツ

ファイテンニットスーツ（２パンツ）

ファイテンアイシャツ

発売日

3 月 19 日(土)
（一部商品を先行発売）

4 月 15 日(金)

長袖 4 月 1 日(金)
半袖 4 月 25 日(月)

価

格

￥69,000

￥69,000

￥6,100（長袖・半袖）

素

材

表地：ウール 100％
裏地：ポリエステル 100％

ポリエステル 100％

ポリエステル 100％

カラー

ネイビー、ブルー、グレー

ブラック、ネイビー
ブルー、グレー

サイズ

Y 体 4～7 号 A 体 4～8 号、
AB 体 3～8 号、BB 体 4～8 号

Y 体 4～7 号 A 体 4～8 号、
AB 体 3～8 号、BB 体 4～8 号

①ウール 100％、2Way ストレッチ
②リラックスサポート
(裏地にファイテン アクアチタン搭載)
特

長

③業界 No1.の高伸縮ウール素材
(伸縮性 横 15％、縦 9.8％）
④脚長シルエット
(ノータックスタイル)

①360 度ストレッチ
②リラックスサポート
(表地にファイテン アクアチタン搭載)

長袖 ： ホワイト、サックス他 全9 色
半袖 ： ホワイト、ピンク 他 全10 色
Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＬＬ、３Ｌ

①リラックスサポート
(ファイテン アクアチタン搭載)

②接触冷感素材

③肩周りパワーネット仕様

③高ストレッチ素材

④上下ウォッシャブル

④完全ノーアイロン

⑤速乾性、防シワ

④吸水速乾

⑥脚長シルエット、2 パンツ付き

⑤消臭、防汚、UV ケア機能

※価格はすべて税抜。サイズ・カラーの展開は店舗により異なります。

別紙

※1 「ストレス対策スーツ」と「アイシャツ」の着用試験について●
東洋紡㈱総合研究所 快適性工学センターにより実施

◇主観評価結果
動きやすい
4

※開発品は「ストレス対策スーツ」
現行品は「通常のスーツ」を示す

開発品
現行品

3
2
心地よい

着衣が伸びやすい

1
0

◇開発品は、現行品よりも動きやすく、伸びや
すく、リラックスしやすく、心地よく感じる。
◇どちらを着用しても眠気は感じない。
リラックスしている

眠気を感じない

◇生理評価結果
座位安静①

大槇I
座位安静②

計算

座位運動
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座位安静④
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被験者 B のアイシャツ・アイスーツ着用時の RRI の時系列データ

活性

1/α 波

覚醒度指標

◇RR 間隔（RRI）から副交感神経系指標を求めた。

現行品

副交感神経系指標である HF/(HF+LF)が大きいと、

開発品

リラックスしていることを意味する。
◇α波は脳波の時系列データから求めた。
1/α波が大きいほど、覚醒度指標が大きく、活性状態としている。

眠気

◇開発品を着用すると、現行品よりも HF/(HF+LF)が大きくなり
HF/(HF+LF)
緊張

くつろぎ度
指標

リラックスを感じ、開発品、現行品ともに覚醒度指標は活性となる。
リラックス

ビジネスシーンにおいても、同じ効果が得られると考える。

■報道関係からのお問合せ先
はるやま商事株式会社 社長室 広報 伊藤 E-MAIL: ayumi_ito@haruyama.biz
〒170－0013 東京都豊島区東池袋 1‐11‐1 オーク東池袋ビル 5F TEL: 03-5927-1724
■お客様からのお問合せ先 はるやまお客様相談窓口 TEL: 0120-923-924

