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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 1 月 19 日 

加藤貿易株式会社 

報道関係者各位                  

【ボクサーパンツに関する調査】 40 代から 60 代の男性に 

身に着けてもらいたい柄、上位はストライプ、チェック、ボーダー！ 

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）」を運営する加藤貿易株式会社（所在地：東

京都港区 代表取締役：加藤克也）は、全国の 30 代から 50 代の女性 100 名を対象に、ボクサーパンツに関する

アンケートを実施いたしましたので、その調査結果をお知らせいたします。（調査期間：2022 年 1 月 14 日～2022

年 1 月 15 日） 

 

＜トピックス＞ 

1. 男性へのボクサーパンツ購入の際のポイントは「デザイン」が一番 

2. 身に着けてもらいたい柄、上位は「ストライプ」「チェック」「ボーダー」 

 

■男性へのボクサーパンツ購入の際のポイントは「デザイン」が一番 

40 代から 60 代の男性にボクサーパンツを購入する際に重視するポイントは、デザインが一番多く、次に素材、価格と

続きました。 
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■身に着けてもらいたい柄、上位は「ストライプ」「チェック」「ボーダー」 

 男性に身に着けてもらいたい柄について質問したところ、「ストライプ」が一番多く、次に僅差で「チェック」が人気を集めま

した。3 番目の「ボーダー」は「チェック」と約 10 ポイント差をつけてランクインとなりました。 

 

■調査概要 

調査内容：40 代から 60 代男性へのボクサーパンツ購入についてのアンケート 

調査期間：2022 年 1 月 14 日～2022 年 1 月 15 日 

調査方法：アンケートツール「QiQUMO」を利用したインターネット調査 

調査対象：全国の 30 代～50 代の女性 100 名 

 

■男性に身に着けてもらいたい「チェック」のボクサーパンツを新発売 

DARK SHINY（ダークシャイニー）では、男性に身に着けてもらいたい柄の上位にあがったチェック柄のボクサーパンツ

を 2022 年 1 月 19 日（水）より各オンラインショップにて販売開始いたします。 

今回新登場のチェックシリーズは S,M,L,XL,XXL,XXXL の 6 サイズ展開。幅広いサイズから選べるので、プレゼントに

もおすすめです。 

 

■メンズ ボクサーパンツ ブロックチェック レッド×ブラック 

 赤をベースにした活発で情熱的な印象を与えるボクサーパンツ。大きな格子状のデザインが特徴のブロックチェックは、親

しみやすさや、優しく温和なイメージを与えてくれるので、印象を柔らかくしたい時におすすめの柄です。シンプルながらもユ

ニークなおしゃれ感と大人な落ち着いた雰囲気を出したい時におすすめの一枚です。 

公式オンラインショップ：https://www.darkshiny.net/shopdetail/000000000815 
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■メンズ ボクサーパンツ ブロックチェック ネイビー×ブラック 

 清潔感をイメージさせてくれる青をベースにしたボクサーパンツ。大きな格子状のデザインが特徴のブロックチェックは、親し

みやすさや、優しく温和なイメージを与えてくれるので、印象を柔らかくしたい時におすすめの柄です。シンプルながらもユニ

ークなおしゃれ感と大人な落ち着いた雰囲気を出したい時におすすめの一枚です。 

公式オンラインショップ：https://www.darkshiny.net/shopdetail/000000000816 

 

 

■メンズ ボクサーパンツ タッタソールチェック レッド×ブルー×ホワイト 

 タッタソールチェックはコントラストの強い 2 色のラインが交互に重なったチェック柄で、トラッド派の大人の男性に相応しい

デザインとなっています。上品でクラシカルなボクサーパンツをお探しの方にオススメの一枚です。 

公式オンラインショップ：https://www.darkshiny.net/shopdetail/000000000817 

 

 

■メンズ ボクサーパンツ ウィンドウペンチェック ホワイト×ブルー 

 精悍さを感じさせるブルーカラーが印象的。トラディショナルな格子柄のウィンドウペンチェックのボクサーパンツです。シンプ

ルながらも存在感のあるデザインは、プレゼントにもおすすめです。 

公式オンラインショップ：https://www.darkshiny.net/shopdetail/000000000818 

 

 

■メンズ ボクサーパンツ ウィンドウペンチェック ブルー×ネイビー 
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 ネイビー地にブルーのウィンドウペンチェック、そして赤のウエストゴムでデザインされたボクサーパンツは若々しい印象を与え

てくれます。クラッシックでトラディショナルな印象だけでなく、個性的なデザインを身に着けたい方におすすめです。 

公式オンラインショップ：https://www.darkshiny.net/shopdetail/000000000819 

 

 

■メンズ ボクサーパンツ タータンチェック アーミー×ネイビー 

 グリーンとネイビーをベースにしたタータンチェックのボクサーパンツは、年齢に関係なくおしゃれを楽しめる一枚。インパクト

がありつつも落ち着いた印象を感じさせてくれます。 

公式オンラインショップ：https://www.darkshiny.net/shopdetail/000000000820 

 

 

■チェックシリーズ 製品共通ガイド 

【価格】 

2,189（税込） 

【サイズ】 

S サイズ：ウエスト 64-74cm、ヒップ 80-88cm 

M サイズ：ウエスト 73-82cm、ヒップ 86-94cm 

L サイズ：ウエスト 80-90cm、ヒップ 92-100cm 

XL サイズ：ウエスト 88-98cm、ヒップ 98-106cm 

XXL サイズ：ウエスト 96-106cm、ヒップ 104-112cm 

XXXL サイズ：ウエスト 104-114cm、ヒップ 110-118cm 

【素材】 

ポリエステル 90%、ポリウレタン 10% 

【チェックシリーズ販売 EC モール】 

DARK SHINY Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/darkshiny/csbt0001.html 

モノプロダクション 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/csbt0001/ 

モノプロダクション Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/csbt0001.html 

https://store.shopping.yahoo.co.jp/darkshiny/csbt0001.html
https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/csbt0001/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/csbt0001.html
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Galler（ガレー）Amazon 店： 

ブロックチェック https://www.amazon.co.jp/dp/B09P55K9JL 

タッタソールチェック https://www.amazon.co.jp/dp/B09P55QNZC 

ウィンドウペンチェック：https://www.amazon.co.jp/dp/B09P546ZT6 

タータンチェック https://www.amazon.co.jp/dp/B09P55CLQN 

 

■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

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 
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