平成 29 年 1 ⽉ 5 ⽇
報道関係各位
株式会社アイコンズ

札幌発の機能性ドッグウェアブランド ALPHAICON
2017 年春夏ニューアイテム発表
株式会社アイコンズ（本社：北海道札幌市、代表取締役社⻑：三上昌彦

以下「アイコンズ」）は、
「ALPHAICON」

の 2017 年春夏モデルをリリース致します。

＜サマークーリングタンクトップ / Summer Cooling Tank Top＞ 2017 New Design
ALPHAICON ⾔わずと知れた夏の定番
2017 年ニューデザイン登場！暑い夏こそ着せて冷やす！去年に引き続き太陽光や路⾯からの照り返しの熱か
らも愛⽝を守る「遮熱効果」をプラス。気化熱を利⽤したクーリングはもちろん濡らさず着せても真夏の強い
⽇差しの下で⾐服内の温度上昇を抑えクーリング効果を得られるクーリングドッグウェアです。暑い⽇は吸⽔
速乾機能を活かして濡らして着せます。

＜クールスヌード / Cool Snood＞ 2017 New Design
保冷剤ポケットを改良。使い勝⼿が良くなりました。
⾸元ひんやり！ALPHAICON オリジナルの夏限定スヌード。⾸筋を冷やしてク
ーリング。2017 年モデルは保冷剤を⼊れる場所が変更となります。⾸筋を効
率よく冷やすことでクーリング効果を促進。保冷剤ポケットが⾸元に当たるよ
う、⼊れられるようになったのでよりクーリング効果が⾼まります。普段のス
ヌードとしてもクールバンダナとしても活⽤でき使い⽅はアイディア次第で
す。遮熱効果もありますので頭部の紫外線対策でもご使⽤できます!
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＜サマークーリングパーカー / Summer Cooling Parka＞ 2017 New Design
パーカーに機能を持たせ、保冷剤ポケットを改良。
パーカーのフード部分をスヌードにすることにより、機能性パーカーと
して 2016 年に新登場。お陰様で⾼い評価をいただくことができました。
2017 年のサマークーリングパーカーは保冷剤を格納するポケットが⾸
元に変わってリニューアル。夏の暑さをプラスアルファで対策できます。
カラーは 3 ⾊展開。夏の暑さに柔軟に対策することができるクーリング
ウェアです。

＜インセクトスリーブレス / Insect Sleeveless＞ 2017 New Design
ALPHAICON オリジナルカモフラージュに防⾍加⼯を装備
お客様からのご要望が多かった⾍よけウェア。春先から秋まで⼤活躍
の 1 枚です。もちろん吸⽔拡散機能を持たせているので、夏場の暑い
時期はクーリングウェアとしても使えます。2017 年モデルはすべて
新⾊となります。

＜ワッフルロゴ T シャツ / Waffle Logo T＞ 2017 New Model
New デザインで新登場。ワッフルがキュートなロゴ⼊り T のシャツ
伸縮性に優れたファンには嬉しい、ALPHAICON ロゴ⼊り T シャツ。肌
触りがよい薄⼿でワッフルのような新素材を使⽤。ストレッチ性に⻑けて
おり、通気性がよく UV カットも兼ね備えた⾼機能な新素材。伸縮性が⾼
く、気軽に着ることができるベースウェアです。

＜スパンニットカバーオール / Span Knit Coverall ＞ 2017 New Design
キュートなボーダーデザインのオールシーズン対応ウェア
今年のスパンニットカバーオールはキュートなボーダーを継続採⽤し、やわ
らかめのデザインとなりました。ALPHAICON の定番⼈気モデル「おパジャ
マ」に続く、薄⼿の 4 つ⾜ルームウェアとして通年利⽤できる⼈気商品が新
たなデザインとなって登場です！「ひんやり接触冷感」「⽣地を中性から弱
酸性に調整する PH コントロール」「吸⽔速乾」「消臭性」「通気性」「抗
ピリング性※⽑⽟になりにくい⽣地」など、様々な機能をもった⽣地で作り
ました。爽やかな着⼼地で、通年を通して活躍するオールマイティーな 1 枚
です。
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＜レインドッグガード / Rain Dog Guard ＞ 2017 New Model
より進化した、スヌード⼀体型最⾼級レインコート

ALPHAICON の代名詞とも⾔えるレインドッグガードが初期モデル
から初めて⽣地を変更しより丈夫になりました。定評のあるスヌード
を⼀体型はそのままに、更なる進化を遂げました。「⾬が楽しくなる
レインウェア」をテーマに更に進化した、⼀年を通じて愛⽝と喜びを
感じることのできるレインウェアです。

■発売予定時期
１⽉発売予定
スパンニットカバーオール

2017 年 1 ⽉ 13 ⽇予定

２⽉発売予定
ワッフルロゴ T シャツ

201７年２⽉ 3 ⽇予定

レインドッグガード

2017 年 2 ⽉下旬予定

３⽉発売予定
サマークーリングタンクトップ 2017 年 3 ⽉予定
クールスヌード

2017 年３⽉予定

サマークーリングパーカー

2017 年 3 ⽉予定

４⽉発売予定
インセクトスリーブレス

2017 年 4 ⽉予定

■ 2017 年モデル商品概要
ALPHAICON

サマークーリングタンクトップ

（2017 年 NEW デザイン）

カラー：ノルディックブラック、ノルディックグリーン、パントーンピンク、パントーンブルー
モノトーン（全 5 ⾊）
サイズ：SS、S、SM、M、ML、L、1L、LL、３L、４L、XL、１XL、２XL、
DXS、DXM、DXL、FPS、FPM、FPL（全 19 サイズ）
価格(税抜)：4,000 円〜
ALPHAICON

クールスヌード

（2017 年 NEW モデル）

カラー：ブルー、ピンク（全 2 ⾊）
サイズ：SS、S、M、L、LL（全 5 サイズ）
価格(税抜)：3,300 円〜
ALPHAICON

サマークーリングパーカー

(2017 年 NEW モデル)

カラー：ブルー、グレー、ピンク（全 3 ⾊）
サイズ：SS、S、SM、M、ML、L、1L、LL、３L、４L、XL、１XL、２XL、
DXS、DXM、DXL、FPS、FPM、FPL（全 19 サイズ）
価

格(税抜)：4,900 円〜
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ALPHAICON

インセクトスリーブレス

（2017 年 NEW デザイン）

カラー：イエロー、パープル、オレンジ（全３⾊）
サイズ：SS、S、SM、M、ML、L、1L、LL、３L、４L、XL、１XL、２XL、
DXS、DXM、DXL、FPS、FPM、FPL（全 19 サイズ）
価

格(税抜)：4,200 円〜

ALPHAICON

ワッフルロゴ T シャツ

（2017 年 NEW モデル）

カラー：グレー、ライム、ブルー（全 3 ⾊）
サイズ：SS、S、SM、M、ML、L、1L、LL、３L、４L、XL、１XL、２XL、
DXS、DXM、DXL、FPS、FPM、FPL（全 19 サイズ）
価

格(税抜)：3,800 円〜

ALPHAICON

スパンニットカバーオール

（2017 年 NEW デザイン）

カラー：ブルー、ピンク（全 2 ⾊）
サイズ：SS、S、SM、M、ML、L、1L、LL、3L、4L、XL、1XL、2XL、
DXS、DXM、DXL、FPS、FPM、FPL（全 19 サイズ）
価

格(税抜)：4,600 円〜

ALPHAICON

レインドッグガード

（2017 年 NEW モデル）

カラー：ネイビー、ピンク（全 2 ⾊）
サイズ：SS、S、SM、M、ML、L、1L、LL、3L、4L、XL、1XL、2XL、3XL
DXS、DXM、DXL、FPS、FPM、FPL、CGS、CGM、CGL（全 23 サイズ）
価

格(税抜)：16,000 円〜

＜会社概要＞
■

株式会社アイコンズ (http://www.alphaicon.com)

（本

社） 北海道札幌市中央区南 1 条⻄ 7 丁⽬ 12-6

（代表者） 三上
（設

パークアベニュービル 7F

昌彦

⽴） 2006 年 11 ⽉

（資本⾦） 1,000 万円
（事業内容）ペット⽤品の企画・製造・卸業
（運営サイト）
・オフィシャルショッピングサイト

http://shop-alphaicon.com/

・楽天

http://www.rakuten.ne.jp/gold/icons-sstore/

アイコンズスーパーストア

（店舗）
・ ALPHAICON JOKER ⼆⼦⽟川店

https://www.facebook.com/ALPHAICON.JOKER.nikotama

問合せ先
株式会社アイコンズ

http://www.alphaicon.com

Mail: info@alphaicon.com
TEL:011-252-9101
FAX:011-252-9102
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