2020 年 9 月 3 日
株式会社ワコール
広報･宣伝部

女の子の人生を応援する「une nana cool（ウンナナクール）」から、
『tokitome Bra～トキメキカラフル～』新デザイン登場
リトルサンダー氏の描き下ろし第 2 弾！雑貨も新発売
ワコールから生まれた下着屋さん「une nana cool（ウンナナクール）
」は、『tokitome Bra（トキトメ
ブラ）～トキメキカラフル～』新デザインの発売に合わせて、イラストレーター・リトルサンダー氏によ
る描き下ろしイラストを使用した雑貨を、9 月 3 日（木）から全国のウンナナクールショップ、ワコール
ウェブストア、ZOZOTOWN、Amazon、Rakuten Fashion、STYLEVOICE.COM にて随時発売します。
『tokitome Bra～トキメキカラフル～』は、バストを左右から寄せて谷間メイクし、動いても谷間をキ
ープ、カップがパカパカ浮きにくい人気シリーズのブラジャーです。ベーシックカラー2 色に、シーズン
テーマ『NIPPON』に合わせた、秋らしい新色カラー3 色を加えた全 5 色でウンナナクールらしさを演出
します。
「ウンナナクール」のクリエイティブディレクター・千原徹也氏のもと、2020 年春シーズンに続く第 2
弾として、香港を拠点に活躍するイラストレーター・リトルサンダー氏が「日本（NIPPON）浪漫 3 人娘」
をテーマにイラストを描き下ろし。2020 年秋シーズンは、古き良き日本や和風柄が大好きな女の子を描
きました。今回はブラジャー・ショーツの他、トートバッグやサコッシュ、巾着などのオリジナル雑貨も
ラインアップに加え、展開します。
また、千原徹也氏と田中知之氏（FPM）の音楽ユニット「トーキョーベートーヴェン」とコラボレーショ
ン。前作に引き続き、ゲストボーカルにもも氏（チャラン・ポ・ランタン）を迎えたゴージャスでラウン
ジ感あふれるトラック「ニッポン食いしん BOY FEATURING もも」を、『tokitome Bra～トキメキカラ
フル～』のテーマソングとしてウンナナクールショップ内でオンエア。
「ニッポン食いしん BOY FEATURING もも」を収録したレコードは、千原徹也氏が立ち上げた 7inch
レコード専門レーベル KISS,TOKYO RECORDS（キス・トーキョー・レコーズ）からリリースされ、9
月 4 日（金）より全国のウンナナクールショップで先行販売します。
https://www.une-nana-cool.com/tokitomebra/
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■『tokitome Bra～トキメキカラフル～』商品概要
ブラジャー
品番：JB2209
カラー：GR（グリーン）
、WI（ワイン）
、YE（イエロー）、CB（ベージュ）、BL（ブラック）
※ＧＲ，ＷＩ、ＹＥは新色展開
サイズ：Ａ～Ｆカップ／65～75
希望小売価格：3,000 円＋税
※特許第 4371647 号（B～F カップ）
※特許第 5339003 号
※意匠登録第 1486402 号

ショーツ
品番：JF1209（ノーマルショーツ）
カラー： GR（グリーン）
、WI（ワイン）
、YE（イエロー）
、CB（ベージュ）
、BL（ブラック）
※ＧＲ，ＷＩ、ＹＥは新色展開
サイズ：M、L
希望小売価格：1,300 円＋税
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■トートバッグ
品番：LZ5702
カラー：YE（イエロー）
、GR（グリーン）
希望小売価格：2,000 円＋税
サイズ：高さ 34cm×横 27cm×幅 3cm (持ち手長さ 50cm)
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■サコッシュ
品番：LZ5703
カラー：YE（イエロー）
、GR（グリーン）
希望小売価格：2,000 円＋税
サイズ：高さ 23cm×横 30cm(ショルダー長さ 112cm)

■巾着
品番：LZ5701
カラー：YE（イエロー）
、GR（グリーン）
希望小売価格：1,200 円＋税
サイズ： 高さ 14cm×横 16cm×幅 7cm

■キーホルダー
品番：LZ5704
カラー：YE（イエロー）
、GR（グリーン）
希望小売価格：850 円＋税
サイズ：高さ 5cm×横 5cm×幅 0.３cm
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■「une nana cool × トーキョーベートーヴェン」レコードを発売
9 月 4 日（金）から、『tokitome Bra～トキメキカラフル～』のテー
マソング「ニッポン食いしん BOY FEATURING もも」を収録した
レコードを全国 49 か所のウンナナクールショップでオンエア、同日
より各店舗（一部店舗除く）にて本レコードを先行販売。
＜レコード情報＞
A 面：ニッポン食いしん BOY FEATURING もも
B 面：ニッポン食いしん BOY ORGAN INSTRUMENTAL
販売価格：1 枚 1,500 円＋税
※9 月 16 日（水）より Apple Music, Spotify 等サブスクリプション
メディアでも配信
＜実施店舗＞
全国のウンナナクールショップ

■千原徹也氏プロフィール
アートディレクター／株式会社れもんらいふ代表
1975 年京都府生まれ。
広告、ブランディング、CD ジャケット、装丁、雑誌エディトリアル、映像など、デ
ザインするジャンルは様々。
H&M GOLDEN PASS キャンペーン、「Onitsuka Tiger×Street fighter V」ディレ
クション、adidas Originals 店舗ブランディング、久保田利伸 「Beautiful People」、
桑田佳祐 「がらくた」
、関ジャニ∞ アルバム「ジャム」
、吉澤嘉代子 MV＆ジャケッ
トデザイン、ウンナナクールのクリエティブディレクター。その他にも、アートマガ
ジン「HYPER CHEESE」、
「勝手にサザン DAY」企画主催、J-WAVE パーソナリテ
ィ、れもんらいふデザイン塾の主催、東京応援ロゴ「KISS,TOKYO」プロジェクト
など、活動は多岐に渡る。https://lemonlife.jp/

■リトルサンダー氏プロフィール
Little Thunder（門小雷）
漫画家・イラストレーター。1984 年香港生まれ。高校卒業後、香港だけでなく中国・
広東地方の漫画雑誌で漫画やイラストレーションを発表する。
2020 年秋にパルコ渋谷 Gallery X にて新作展を開催予定。趣味はポールダンスと写
真。愛猫家。
https://www.instagram.com/littlethunder/
https://www.agencelemonde.com/littlethunder
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■「トーキョーベートーヴェン」プロフィール
アートディレクター千原徹也(れもんらいふ代表)と、DJ / プロデューサ
ー田中知之(FPM)による音楽ユニット「トー キョーベートーヴェン」
の 2nd シングル「ニッポン食いしん BOY FEATURING もも」が完
成! 千原徹也が今年 3 月に 立ち上げたばかりの 7inch レコード専門
レーベル KISS,TOKYO RECORDS(キス・トーキョー・レコーズ)の第
2 弾と して発売が決定しました!
前作に続いてゲストボーカルにもも(チャラン・ポ・ランタン)を迎えて
お届けします。FPM サウンドの真骨頂とも 言えるゴージャスでラウン
ジ感あふれるトラックは、彼女のオリエンタルテイストの歌詞 &ヴォー
カルをチャラン・ポ・ ランタンとはまた違う形で引き立てていて、正
に夢心地! コロナ禍の今、ヘッドホンから流れてくる極上のスーベニー
ルに仕上がりました。カップリングには、リミックス・ヴァージョンと
呼んでも過言ではない、DJ ユースにマストな
「ORGAN INSTRUMENTAL」を収録。ジャケット・ビジュアルも前
作に続き、インスタフォロワー 62 万人を超える香港 で最も有名なイ
ラストレーター・Little Thunder による描き下ろしとなります。
http://kiss.tokyo/records/

■「ウンナナクール」公式サイト
https://www.une-nana-cool.com/
■ワコールウェブストア
https://store.wacoal.jp/disp/001400370950326/?aaoid=wb~prtms~rls
■インスタグラム
https://www.instagram.com/unenanacool_official/

※「une nana cool」「ワコールウェブストア」「tokitome」は株式会社ワコールの登録商標です。
※「トキメキカラフル」は株式会社ワコールの出願商標です。
＜本件に関するお問い合わせ先＞
●報道関係の方 株式会社ワコール/広報・宣伝部
（東京）TEL:03-3239-1117
FAX:03-3239-1118
（京都）TEL:075-682-1006
FAX:075-682-1103
●一般の方 株式会社ワコール/お客様センター
フリーダイヤル 0120-307-056 <営業時間 9:30～17:00（土・日・年末年始・祝日をのぞく）>
ワコールホームページ https://www.wacoal.jp
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