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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 7 月 4 日 

加藤貿易株式会社 

報道関係者各位                  

【新発売】全国旅行支援に先立ち、「ダークシャイニー トラベルシリーズ」が旅行を応援！ 

2022 年 7 月 4 日の販売開始と同時に期間限定特別割引！ 

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、7 月前半から始まるといわれている全国旅行支援に先立ち、観光名所をあしらったボ

クサーパンツ「トラベルシリーズ」の第一弾デザインを 2022 年 7 月 4 日より販売開始し、同時に「トラベルシリーズ」に利

用できる期間限定の特別割引クーポンを発行いたします。 

（トラベルシリーズ URL：https://www.darkshiny.net/shopbrand/travel ） 

 

DARK SHINY（ダークシャイニー）の待望の新作として登場したトラベルシリーズは、プレゼントやお土産としてもおす

すめ。シリーズ第一弾は、東京の人気スポットがメンズボクサーパンツになりました。ネオン輝く夜の街のシンボル「歌舞伎

町」、情緒あふれる下町浅草の「浅草寺」、東京の絶景夜景の一つでもあるライトアップされた「東京タワー」の 3 種類。

本格的に始まる旅行シーズンを前に、ボクサーパンツで観光気分を味わってはいかがでしょうか。 

  

■DARK SHINY メンズボクサーパンツ - トラベルシリーズ 歌舞伎町 

東京屈指の歓楽街である新宿の「歌舞伎町」をデザインしたボクサーパンツ。電飾看板が全面にプリントされ、飲食店

や遊戯施設、風俗店やラブホテルなどが軒を連ねるディープな繁華街にいるかのような気分が味わえます。

 

https://www.darkshiny.net/shopbrand/travel
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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 

公式オンラインショップ：https://www.darkshiny.net/shopdetail/000000000707 

DARK SHINY Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/darkshiny/dsdm10.html 

monoproduction 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/dsdm10/ 

monoproduction Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/dsdm10.html 

いいものギフト モノプロ Amazon 店：https://www.amazon.co.jp/dp/B0842H3KPQ 

 

■DARK SHINY メンズボクサーパンツ - トラベルシリーズ 浅草寺 

浅草観光といったら絶対に外すことができないのが「浅草寺」。フロントにはシンボルとなる雷門の提灯を、バックは活気

にあふれた仲見世をデザインしています。お祭り気分に浸りたいとき、諸願成就のご利益にあやかりたいときにオススメな一

枚です。 

 

公式オンラインショップ：https://www.darkshiny.net/shopdetail/000000000708 

DARK SHINY Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/darkshiny/dsdm10.html 

monoproduction 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/dsdm10/ 

monoproduction Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/dsdm10.html 

いいものギフト モノプロ Amazon 店：https://www.amazon.co.jp/dp/B0842GZW8Z 

 

■DARK SHINY メンズボクサーパンツ - トラベルシリーズ 東京タワー 

夕暮れのライトアップされた東京タワーがデザインされたボクサーパンツ。ピンク色に染まった空に、温かみのあるオレンジ

色のライトに照らされた東京タワーが浮かび上がるような光景はムード満点。東京タワーに思い出のある方へのプレゼント

にも最適です。 

 

公式オンラインショップ：https://www.darkshiny.net/shopdetail/000000000706 

https://www.darkshiny.net/shopdetail/000000000707
https://store.shopping.yahoo.co.jp/darkshiny/dsdm10.html
https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/dsdm10/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/dsdm10.html
https://www.amazon.co.jp/dp/B0842H3KPQ
https://www.darkshiny.net/shopdetail/000000000708
https://store.shopping.yahoo.co.jp/darkshiny/dsdm10.html
https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/dsdm10/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/dsdm10.html
https://www.amazon.co.jp/dp/B0842GZW8Z
https://www.darkshiny.net/shopdetail/000000000706
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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 

DARK SHINY Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/darkshiny/dsdm10.html 

monoproduction 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/dsdm10/ 

monoproduction Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/dsdm10.html 

いいものギフト モノプロ Amazon 店：https://www.amazon.co.jp/dp/B0842H4DDH 

 

■期間限定 20％ 特別割引クーポンについて 

 一足早く旅行気分を感じてもらうために、「トラベルシリーズ」に利用できる期間限定の特別割引クーポンを発行いたし

ます。 

クーポンご利用期間：2022 年 7 月 4 日（月）から 7 月 31 日（日）まで（※「いいものギフト モノプロ Amazon

店」については 7 月 10 日（日）まで） 

※割引クーポンの利用法については、各ショップによって異なりますので、事前にご確認のうえご利用ください 

●公式オンラインショップ：クーポンコード「travel20」（※会員登録のうえ、買い物かご内でクーポンコードを入力くださ

い） 

●DARK SHINY Yahoo!ショッピング店： 

https://shopping.yahoo.co.jp/coupon/mensfashion/ZTVlMTI2ZDVjZTJjNThlYWZkNDk2ZjlmM2Y3 

●monoproduction 楽天市場店： 

https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=QVpEMy1MQ0JBLUVQQkstTTlBTA-- 

●monoproduction Yahoo!ショッピング店： 

https://shopping.yahoo.co.jp/coupon/mensfashion/MGY2NTIzNTZkNzg2ZWY5NTZlNWFlODg2MTBm 

●いいものギフト モノプロ Amazon 店：「20％ OFF クーポンの適用」チェックボックスにチェックを入れてください 

 

■製品概要 

【メンズ サイズ】 

M サイズ：体重 50-65kg、ウエスト 72-82cm 

L サイズ：体重 65-75kg、ウエスト 80-90cm 

XL サイズ：体重 75-85kg、ウエスト 88-98cm 

XXL サイズ：体重 85-100kg、ウエスト 96-106cm 

【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】  

2,310 円（税込） 

 

■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 

 

https://store.shopping.yahoo.co.jp/darkshiny/dsdm10.html
https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/dsdm10/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/dsdm10.html
https://www.amazon.co.jp/dp/B0842H4DDH
https://shopping.yahoo.co.jp/coupon/mensfashion/ZTVlMTI2ZDVjZTJjNThlYWZkNDk2ZjlmM2Y3
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=QVpEMy1MQ0JBLUVQQkstTTlBTA--
https://shopping.yahoo.co.jp/coupon/mensfashion/MGY2NTIzNTZkNzg2ZWY5NTZlNWFlODg2MTBm
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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＜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 

■「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

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： 10 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/

