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＜報道関係者からのお問い合わせ先＞ 

加藤貿易株式会社  広報：王 
E-mail：pr@katotrade.com 

2022 年 3 月 18 日 

加藤貿易株式会社 

報道関係者各位                  

【新発売】クリエイターズコラボに新デザイン登場！ 

注目クリエイター4 名のデザインボクサーパンツを 2022 年 3 月 18 日より販売開始 

加藤貿易株式会社（所在地：東京都港区 代表取締役：加藤克也）のデザインアンダーウェアブランド「DARK 

SHINY（ダークシャイニー）」は、新たなクリエイターズコラボデザインを発表すると同時に 2022 年 3 月 18 日より販売

開始いたします。（新作商品ページ URL：https://darkshiny.net/shopbrand/ct199/ ） 

 

■DARK SHINY クリエイターズコラボとは 

DARK SHINY クリエイターズコラボは、クリエイターの世界観が表れたデザインが豊富なアンダーウェアをキャンバスとした

作品です。「自分の作品を様々な形で世の中に残していきたい」、「インパクトがある商品をきっかけに、一人でも多くの人

に知ってもらいたい」という思いを持ったクリエイターを応援する目的で展開。新しいものを探している人、他人とは違うもの

を持ちたい人、推しクリエイターを応援したい人に、眺めて楽しむ喜び、穿いて楽しむ喜びを提供できるギャラリーのような

存在を目指しています。好きなクリエイターの作品をいつでも身につけることができ、クリエイターをアンダーウェアという作品

を介して応援できるのが「DARK SHINY クリエイターズコラボ」なのです。 

 今回、新たにコラボレーションするのは、「にせんちめんたる」、「アトリエ秋山」、「江戸川南斎」、「あそびトランプ堂」の 4

クリエイター。どれも DARK SHINY でしか購入できない限定デザインです。 

 

DARKSHINY × にせんちめんたる コラボ ユニセックスボクサーパンツ - フルーツパンツ 

 

https://darkshiny.net/shopbrand/ct199/
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目の覚めるような鮮やかな黄色をベースにスイカやイチゴなどのフルーツのイラストを散りばめたポップな一枚。元気を出

したいときにおすすめです。 

公式オンラインショップ：https://darkshiny.net/shopdetail/000000000828/ 

展開サイズ：S, M, L, XL 

 

▼クリエイター紹介：にせんちめんたる 

イラストとアクリル作品を制作しています。「日常にひっそり」をテーマにカラフルでキャッチー

な作品を目指しています。 

 

▼にせんちめんたるからのメッセージ 

フルーツの断面をちりばめた、ビビッドなデザインを制作しました。 

パイナップル、バナナ、リンゴなど９種類のフルーツの総柄です。 

身につけてくださった方が気分が上がるような楽しいデザインになっていましたらうれしいです。 

 

DARKSHINY × アトリエ秋山 コラボ ユニセックスボクサーパンツ - Inaka  

 

優しい緑がいっぱいの癒しの田舎風景がデザインされた一枚。忙しく慌ただしい日々の疲れをボクサーパンツで癒してみ

てはいかがでしょうか。 

公式オンラインショップ：https://darkshiny.net/shopdetail/000000000827/ 

展開サイズ：S, M, L, XL 

 

▼クリエイター紹介：アトリエ秋山 

安心感がありながら、どこかわくわくするような世界観。 

アナログな手描きの持ち味を生かしてさまざまな分野で活動中です。 

 

▼アトリエ秋山からのメッセージ 

はじめまして、イラストレーターの秋山と申します。 

今回ボクサーパンツのお話をいただき、自分ならどんな柄をはきたいか？と自問自答しまし

た。そして出した答えが「INAKA（田舎）」です。 

都会で暮らす方にこそ、心の中にある「INAKA」をそっと解放してほしい、そんな思いで制作しました。 

 

DARKSHINY × 江戸川南斎 コラボ ユニセックスボクサーパンツ – 武士（もののふ） 

https://darkshiny.net/shopdetail/000000000828/
https://darkshiny.net/shopdetail/000000000827/
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墨の濃淡や筆の勢いを味わうことができる迫力の墨絵デザイン。力強い武者のパワーが伝わってくるこの一枚は、勝負

をかけたいときにもオススメです。 

公式オンラインショップ：https://darkshiny.net/shopdetail/000000000829/ 

展開サイズ：S, M, L, XL 

 

▼クリエイター紹介：江戸川南斎 

墨絵師。和のものを墨で表現してます。イベント等でライブペイントやワークショップを行ったり、

海外からも多数問い合わせをいただいてます。 

 

▼江戸川南斎からのメッセージ 

武者の力強さ、荒々しさを表現しました。モチーフにした武将は特になく、私がイメージした架

空の武者を描きました。 プレゼンや商談、落とせない試合など、大事な場面を迎える勝負下

着としてご利用いただけたら嬉しいです。 

 

DARKSHINY × あそびトランプ堂 コラボ ユニセックスボクサーパンツ - うさぎトランプ 

 

 うさぎのトランプが全面に散りばめられたメルヘンな世界観が感じられるデザイン。遊び心や想像力を膨らませたい日には

きたい一枚。 

公式オンラインショップ：https://darkshiny.net/shopdetail/000000000830/ 

展開サイズ：S, M, L, XL 

 

▼クリエイター紹介：あそびトランプ堂 

画家・イラストレーターの森本ナオコが運営。日常の中で気軽にアートや遊びに触れて欲しい気持ちから、絵画でトランプ

やタロットを制作しています。 

https://darkshiny.net/shopdetail/000000000829/
https://darkshiny.net/shopdetail/000000000830/
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▼あそびトランプ堂からのメッセージ 

ご覧頂きありがとうございます。あそびトランプ堂です。 

ウサギは可愛らしいイメージと共に、少し大人の雰囲気も感じさせるキャラクターです。 

トランプ柄にしたキング、クイーン、ジャック 3 人の物語を遊び心たっぷりに描きました。見て着

て楽しい気持ちになって頂けましたら幸いです。 

 

■製品概要 

【ユニセックス サイズ】 

ユニセックス S サイズ：ウエスト 64-74cm、ヒップ 80-88cm 

ユニセックス M サイズ：ウエスト 73-82cm、ヒップ 87-94cm 

ユニセックス L サイズ：ウエスト 81-90cm、ヒップ 93-100cm 

ユニセックス XL サイズ：ウエスト 89-98cm、ヒップ 99-106cm 

【素材】 

ポリエステル 84%、スパンデックス(ポリウレタン)16% 

【価格】 

2,640 円（税込） 

【クリエイターズコラボシリーズ販売 EC モール】 

▼DARK SHINY(ダークシャイニー）Yahoo!ショッピング店 

https://store.shopping.yahoo.co.jp/darkshiny/dscc03.html 

▼モノプロダクション 楽天市場店 

https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/dscc03/ 

▼モノプロダクション Yahoo!ショッピング店 

https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/dscc03.html 

▼Galler（ガレー）Amazon 店： 

Inaka https://www.amazon.co.jp/dp/B09TVWKVMV 

武士（もののふ）https://www.amazon.co.jp/dp/B09TVVVV8B 

うさぎトランプ https://www.amazon.co.jp/dp/B09TVVS854 

あそびトランプ堂 https://www.amazon.co.jp/dp/B09VL2RL5C 

 

■DARK SHINY(ダークシャイニー）販売情報 

DARK SHINY(ダークシャイニー）公式オンラインショップ：https://www.darkshiny.net/ 

DARK SHINY(ダークシャイニー）Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/darkshiny/ 

モノプロダクション 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/ 

モノプロダクション Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/ 

Galler（ガレー）Amazon 店：https://www.amazon.co.jp/shops/A227MJZAXA86W1 

 

■「DARK SHINY（ダークシャイニー）」とは 

「魅せる下着」をコンセプトとして、アート的要素を取り入れた斬新なデザインのアンダーウェアです。従来の下着という感

https://store.shopping.yahoo.co.jp/darkshiny/dscc03.html
https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/dscc03/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/dscc03.html
https://www.amazon.co.jp/dp/B09TVWKVMV
https://www.amazon.co.jp/dp/B09TVVVV8B
https://www.amazon.co.jp/dp/B09TVVS854
https://www.amazon.co.jp/dp/B09VL2RL5C
https://www.darkshiny.net/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/darkshiny/
https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/
https://www.amazon.co.jp/shops/A227MJZAXA86W1
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覚ではなく、ファッションとして「クールなデザイン」「スタイリッシュなデザイン」「可愛いデザイン」を追求しています。デザイン性

に加え、吸水速乾性や抗菌効果といった機能性を備えた新しいアンダーウェアを展開しています。 

DARK SHINY（ダークシャイニー）公式ブランドサイト  https://darkshiny.jp/ 

DARK SHINY（ダークシャイニー）公式オンラインショップ  https://www.darkshiny.net/ 

DARK SHINY（ダークシャイニー）公式 Instagram https://www.instagram.com/darkshiny_japan/ 

DARK SHINY（ダークシャイニー）公式 Facebook https://www.facebook.com/darkshiny.net 

DARK SHINY（ダークシャイニー）公式 Twitter https://twitter.com/darkshiny_japan 

 

■SDGs に関する取り組み 

「DARK SHINY（ダークシャイニー）」を企画・販売する加藤貿易は、グループ全体で SDGs の目標達成と持続可

能な社会の実現に向け、「1. 貧困をなくそう」「3. すべての人に健康と福祉を」「8. 働きがいも経済成長も」「10. 人

や国の不平等をなくそう」「16. 平和と公正をすべての人に」などのゴール達成に向けた様々な取り組みをしています。 

※各取り組みの詳細については下記のブログをぜひご覧ください。 

https://katotrade.com/blogs/tag/sdgs/ 

 

【会社概要】 

社名： 加藤貿易株式会社 

代表： 代表取締役  加藤 克也 

本社所在地： 東京都港区芝大門 2-11-18 芝関野ビル 3 階 

URL： https://katotrade.com 

設立年： 2009 年 6 月 

資本金： 1,000,000 円 

従業員数： 11 人 

事業内容： モノプロダクション事業 (- ブランドセクション - アライアンスセクション)、OEM 事業 

https://darkshiny.jp/
https://www.darkshiny.net/
https://www.instagram.com/darkshiny_japan/
https://www.facebook.com/darkshiny.net
https://twitter.com/darkshiny_japan
https://katotrade.com/blogs/tag/sdgs/
https://katotrade.com/

