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報道関係各位 

アテニアコレクション＊1から、40代の日常を輝かせる 

「上質な一着の普段着」をコンセプトにした新ファッションライン登場！ 
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  株式会社アテニア（所在地：神奈川県横浜市中区 代表取締役社長：須釜憲一）は、ファッションアイテムを 

取り扱うアテニアコレクションから、大人のリアルファッション事情を知るアドバイザーとタッグを組み開発。 

「上質な一着の普段着」をコンセプトにした新ファッションライン『アテニアコレクションプレミアム』の展開を、 

2018年3月15日よりスタートします。 

『アテニアコレクションプレミアム』 

一流ブランドの品質を、１/３価格で提供することに挑戦し続けます。 

<販売商品> 衣服、宝飾品、ファッション小物 
<コンセプト> いつも美しく輝きながら、自分らしくファッションも楽しみたい。でも良い物・素敵な物は高額でなかなか手が 
        届かない…。そんな大人の女性に「本当に使える理想的な名品」を手の届く価格でお届けしたいと願い、 
        アテニアコレクションは誕生しました。それ以来、決して変えない価値としてこだわっているのは“使う女性 
        の目線”。大人の女性にふさわしい上質さ、女性の立場に立った使い勝手、アテニアだけのお求めやすい 
        価格、これらをとことん研究してここにしかない商品を作り続けています。 

＊1 「アテニアコレクション」とは 

【前田ゆか氏】 
年齢を感じさせない美しさで、 
雑誌STORY・美STなどで活躍 
するモデル。『アテニアコレク 
ションプレミアム』立ち上げに 
あたり、大人女性のファッション 
に対するリアルな声や、アイ 
テムについて熱くアドバイス。 

  女性は40歳を過ぎると、体型や肌の変化に伴い今まで似合 

っていたものが急に似合わなくなるときが必ず訪れます。 

「何が自分に似合うものかわからない」「でもプチプラアイテム 

じゃ自信をもって着られない」「今のトレンドってどんな風に取り 

入れたらいいの？」そんな大人女性たちの声を受けて、ファッ 

ションの今をよく知るリアル世代のアドバイザー 前田ゆか氏と、 

アテニアとのタッグで開発された、大人女性のための究極の 

一着を取り揃えるファッションラインが誕生します。 

  「大人にこそ映えるデザインとボディを美しく見せる立体裁断 

（パターン）」「大人にこそ似合うカラー」「世界中から選りすぐっ 

た上質な素材/仕立てのよい縫製による毎日着たくなる着心地 

の良さ」を、あえて“普段着”というスタイルにこだわって形にし、 

この一着さえまとえば、どんな日常もクラスアップすることを 

目指した40代のためのこだわりのラインナップです。 

【発売背景】 

【アドバイザー】 



サイズ 

素材 

仕様 

 

 

 

生産国 

▶イタリアンコットンシャツ（数量限定）：価格 10,800円（税込）/10,000円（税抜） 

【商品特長】 アイテム紹介 

背中に大きく入れたダーツとドロップショルダーが 

生み出すゆとりが、着物を粋に着たときのような 

立体的で美しいシルエットを描きます。 

 

<ホワイト>大人の顔まわりを明るく見せる、レフ板効果 

のあるクリアなホワイトを選定。 

 

上質なイタリアンコットンにあえて洗いをかけて柔らかい 

風合いを出した、肌なじみのよい素材。 

 

背中や肩まわりを細かく丁寧に縫製し、着心地の 

良さを追求しています。 
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ドレッシーにもカジュアルにも。これ一着で、着こなしが無限に 
広がる白シャツは、大人の普段着の決定版。ふくらみをもたせ 
た背中のダブルダーツに、第2ボタンまで開けた際のきれいな 
胸開き、ドロップショルダー、襟抜きといった芸術的シルエット 
で、凛と背筋が伸びながらも、肩の力を抜いた上質な大人の 
余裕が漂います。 

パターン 

カラー 

素材 

縫製 

日本製 手洗いOK 

ダブルカフスで一着でもサマに。 
高級な貝ボタンを使用。 

1859年創業、イタリアの老舗 
「CANGIOLI（カンジョリ）社」製の 
上質コットン。エアータンブラー加工 
による、やわらかな風合いと、 
こなれたしわ感が魅力。 

：2サイズ（M・L） 

：表/綿100% 

：ボタン/タカセ貝 

 前/ボタン留め、ポケットなし 

 後/背ヨークにダブルダーツ入り 

 袖口/ダブルカフス 

：日本（素材/イタリア） 

背中のダブルダーツと立体 
パターンで大人のボディを包み、 
後ろ姿がおしゃれな人へ。 



サイズ 

素材 

 

仕様  

 

 

生産国 

▶イタリアンシルク混ストライプシャツ（数量限定）：価格13,800円（税込）/12,778円（税抜） 

サイズ 

素材 

仕様 

 

 

 

生産国 

▶ストレッチ素材 ラップパンツ（数量限定）：価格12,800円（税込）/11,852円（税抜） 

スカート見えするラップデザインを大人向けに仕 
立てたワイドパンツ。動くたびに揺れるやわらか 
な日本製のきめ細やかでハリのある生地は、し 
わになりにくい上に、カジュアルな中に女性らし 
さを添えてくれます。さらに、気になる腰まわりを 
カバーしてくれます。 

着映えする太めのストライプ柄とボリューム袖がポイント 
のシルク混シャツ。共布のべルトで、お好きな位置で 
留めたり、ブラウジングして着用することも可能です。 
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袖口のボリューム感が特徴。ボリューム袖を 
あえてシルク混素材で表現することで大人に 
丁度よい甘さが。 
 
<ネイビー×ホワイト>爽やかな印象を作る 
ほんのり艶を帯びたネイビー×ホワイトの 
ストライプ。 
 
艶としっとりした肌触りが特徴のシルク混生地。 
太いピッチのシルク素材はなかなか市場に 
ない素材。 
 
きめの細かいシルク素材を最大限に活かす、 
細かく丁寧な縫製。 

気になる下腹部がフラットにみえる、ラップデザイン。 

 

<ダークネイビー>大人が着まわしやすく、 

ボディを引き締めるディープなネイビー。 

<ライトグレー>淡く白っぽいグレーで、大人のボディ 

にきれいに馴染む色味。 

 

しなやかでありつつも体のラインを拾わない 

というギリギリのバランスが保たれた日本製 

のストレッチ素材。 

 

縫い代が極力見立たない、動いたときにしな 

やかさが表現できる縫製。背中部分にゴムが 

入っているのも、大人にうれしい。 

パターン 

カラー 

素材 

縫製 

パターン 

カラー 

素材 

縫製 

日本製 

日本製 手洗いOK 

グラマラスな大人が似合う 
動きやすく美しいシルエット。 
サイドに深めのスリット入り。 

世界の有名ブランドからも 
愛されるイタリア「TAIANA 
（タイアナ）社」のシルク混素材。 
格別の艶やかさ。 

ウエスト部分はゴム仕様。 
心地よいはき心地。 

ヒップや太もものラインを拾わずうれしい。 
共布の長めベルトもデザインのスパイスに。 

：2サイズ（M・L） 

：表/シルク16%・レーヨン84% 

  ボタン/タカセ貝 

：前/ボタン留め、ポケットなし 

  後/背ヨークにボックスプリーツ入り 

  袖口/シングルカフス 

：日本（素材/イタリア） 

：2サイズ（M・L） 

：ポリエステル100% 

：ウエスト/サイドファスナー開き、 

 背面ゴム仕様（幅約3.8cm） 

  前/ポケットなし 

  裏地/なし 

：日本（素材/日本） 



サイズ 

素材 

 

 

仕様 

生産国 

▶ギザコットン 2WAYリブニットカーディガン（数量限定）：価格 14,800円（税込）/13,704円（税抜） 

程よい幅の中太リブで縦ラインを強調し、体型を 
すっきり見せるロングカーディガン。大人にふさ 
わしい品格を残しつつ、今っぽいカジュアル感の 
ある一着です。後ろ前にも着こなせるダブル 
フロント仕様で、1着で2つの表情が楽しめます。 
Vネックがデコルテや背中を美しく引き立てます。 

サイズ 

素材 

生産国 

▶ギザコットン リブニットプルオーバー（数量限定）：価格 8,900円（税込）/8,241円（税抜） 

ボディラインを拾わず、二の腕もきれいに見せて 

くれる大人のためのノースリーブニット。ソフトで 

光沢感のある質感が心地いい、単品でもお手持ち 

の羽織りアイテムのインナーとしても活躍しそうな 

一着です。 
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脇にもしっかりフィットし、 
下着が見えることもなく安心。 

両A面で着られる、着こなしが楽しいデザ 

インと、ウエストのくびれが自然に演出 

できるシルエットを追求したパターン。 

 

<ネイビー>万能ながら、ブラックよりも顔色を 

明るく引き立てるネイビー。 

<イエロー>鮮やかな発色で、透明感を生む 

イエロー。 

<ラベンダー>赤みを帯びたラベンダーカラー 

で、大人の肌に血色をプラス。 

 

世界一といわれるエジプトのギザコットン 

を使用した贅沢なニット素材。 

 

やわらかいニット素材がゴロつかない 

丁寧な仕上げ。 

ボディラインを縦に細くみせるパターンを 

採用。肩に少しかぶるように設計された 

大人のノースリーブ。 

 

<ネイビー>万能ながら、ブラックよりも顔色を 

明るく引き立てるネイビー。 

<イエロー>鮮やかな発色で、透明感を生む 

イエロー。 

<ラベンダー>赤みを帯びたラベンダーカラー 

で、大人の肌に血色をプラス。 

 

世界一といわれるエジプトのギザコットン 

を使用した贅沢なニット素材。 

 

やわらかいニット素材がゴロつかない 

丁寧な仕上げ。 

パターン 

カラー 

素材 

縫製 

パターン 

カラー 

素材 

縫製 

日本製 手洗いOK 

日本製 手洗いOK 

太めの前立てにあえて 
合わせた極小ボタンで、 
おしゃれ上級者に。 

高級綿の代表格、エジプト 
綿の中でも最高級とされる 
ギザコットンを使用。イタリア 
の工房で糸をつむぎ、 
なめらかな肌触りを実現。 

：2サイズ（M・L） 

：表/綿100%（エジプト綿使用） 

  ボタン/＜ネイビー＞黒蝶貝 

      ＜イエロー＞＜ラベンダー＞タカセ貝 

：前開き 

：日本（素材/イタリア） 

：2サイズ（M・L） 

：表/綿100%（エジプト綿使用） 

：日本（素材/イタリア） 



株式会社アテニア 営業戦略室 広告宣伝部 PRグループ 

担当 : 間崎 美佐（ mimasaki@fancl.co.jp） 

TEL : 045-226-1634、FAX : 045-226-1459 

アテニア美容相談室 

フリーダイヤル     0120-165-333 

受付時間 9:00-21:00(平日・土）、9:00-17:00(日・祝日） 

HP :   

＜一般のお客様からの商品に関するお問合せ先＞ 本件に関する報道関係の皆様からのお問合せ先 

アテニアは、これまでの常識を打ち破る“高品質・低価格・ハイセンス”を 
コンセプトに、１９８９年に誕生しました。 
「お客さまとともにある」企業姿勢は、四半世紀を経た現在も少しも揺らぐ 
ことはありません。「おしみなく、うつくしく。」 をブランドステートメントに掲げ、 
女性の真の美しさを追求しています。 
 
お客様に最高級の化粧品をおしみなく使っていただきたい。そしてさらに 
美しくなってもらいたい。という“想い”を込めて、「一流ブランドの品質」を 
「1/3価格」で提供することに挑戦し続け、多くの女性達の願いを形にして 
いきます。その“想い”を、化粧品に留まらず、女性を美しくする様々な領 
域へと波及し続け、時代をしなやかに生きる女性達を応援していきます。 

■アテニアとは 
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サイズ 

素材 

 

仕様 

生産国 

▶ラッセルレース プルオーバー（数量限定）：価格 10,800円（税込）/10,000円（税抜） 

織り柄が美しい国産レースを使用したプル 
オーバー。背中部分にたっぷりと生地を使う 
ことで、レースの揺れ感が美しい立体的な 
シルエットが完成。デコルテと腕の肌見せにより、 
大人の女性らしさが薫るデザインです。 

ラッセルという編機で繊細な柄を 
編み込んだ美しいレース。 

背中にたっぷりギャザーをとり、体が 

泳ぐシルエット。動いたときに背中の 

レースが印象的な後ろ姿を演出します。 

 

<グレイッシュピンク>血色よく見せる 

ピンク。甘くなりすぎず大人が気負わず 

に着用できるスモーキーなピンクに。 

<ブラック>大人の顔をきりっと引き締める、 

万能ブラック。 

 

着物生地を作っている日本の生地メーカー 

が仕上げた繊細な模様のレース。 

 

レース模様と背中のたっぷりとったレース 

生地を邪魔しない、縫い代を目立たせない 

縫製。 

パターン 

カラー 

素材 

縫製 

日本製 手洗いOK 

：2サイズ（M・L） 

：レース/レーヨン70%・ナイロン30% 

  キャミソール/ポリエステル100% 

：キャミソール付 

：日本（素材/日本） 

mimasaki@fancl.co.jp
http://www.attenir.co.jp

