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ベルメゾン、汗を漏らさないことに特化した
汗ジミさよならインナー『サラリスト®』プロモーションスタート
汗っかきの男女の恋愛模様を描いた WEB 限定オリジナル漫画連載
汗が出るのは「発表など人前に出たとき」が約 6 割
止まらない汗はストレスやプレッシャーによる「精神性発汗」が原因の可能性も

（左：交通広告中吊りポスター、右：オリジナル漫画扉）

『サラリスト®』特設サイト：http://www.bellemaison.jp/slpr2
★『FEEＬ FREE』（祥伝社）でも限定連載！http://feelyoung.jp/feelfree/
株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：星野裕幸 以下千趣会）が運営する通販事業ベルメゾンは、
夏の主力商品である汗取りインナー『サラリスト®』シリーズのプロモーションを 4 月 23 日（月）より順次開始します。
今回のプロモーションでは、汗に大きな悩みや不安を抱えている方々に『サラリスト®』をより身近に感じていただくため、
汗に悩む男女の恋模様を漫画化した『大汗ラブストーリー』全 3 話を 『サラリスト®』特設サイトにて連載いたします。交
通広告の展開のほかに、『サラリスト®』特設サイトと無料漫画サイト『FEEL FREE』（祥伝社）にて限定連載し、汗ジミや汗
のにおいに悩む方々の心強いインナーとして認知拡大と販売促進をしていきます。
汗取りインナー『サラリスト®』シリーズは大量の汗に悩んでいた女性向けに開発、2010 年の発売以来、累計 407 万
枚を販売してきた人気商品です。
中でも主力商品の『大汗さん®』シリーズは通気性コントロール・ ひんやり接触冷感・さらさら吸汗速乾・すっきり消臭
機能といったハイブリットな身生地で安心＆爽快機能を標準仕様で備えながら、汗を洋服にシミ出させない防水布入り
の特大脇パッドを特長とした、汗を本気で考えるスペシャルなインナーです。2017 年に千趣会が行った「汗に関する調
査」によると「汗が他の人より大量」と感じている“大汗さん”は約 4 割、そのうち約 6 割の“大汗さん”が「発表など人前に
出たとき」の汗に困っていました。中でも「汗ジミ（67.5％）」をストレスに感じている人も多くいることが分かりました。汗の
専門医・五味常明先生によると、汗には、体温を調整するための「温熱性発汗」のほか、ストレスやプレッシャーなどを感
じたときの「精神性発汗」が多くあり、気にすればするほど汗が止まらないという現象が起こります。このような状況は汗ジ
ミが出来ていないか、汗がにおっていないかなど汗に関する不安のもとを取り除くことが必要になると言われています。
千趣会は、「ウーマンスマイルカンパニー」として、女性の日々の生活を楽しく快適に過ごせる笑顔あふれる商品開
発に努めています。

【本リリース内容に関する問い合わせ先】（ピーポイントプロモーション内） 山内(080-5644-7370)、佐瀬
TEL：03-6277-6701 FAX：03-3584-1310 E-mail：Ｈ_ＹＡＭＡＵＣＨＩ＠ppoint.co.jp
【商品画像に関する問い合わせ先】株式会社千趣会 経営企画本部 広報部 加藤・浅川
東京都品川区北品川5-9-11大崎MTビル TEL：03-5475-7513 FAX：03-5475-7516 e-mail：pr@senshukai.co.jp

◆2018 年『サラリスト®』プロモーションについて

＜出稿先＞
■交通広告 JR 西日本 環状線 AD トレイン 323 系・東京メトロ 丸ノ内線
■WEB 『FEEL FREE』（祥伝社） http://feelyoung.jp/feelfree/
色々なテーマで綴ったコミックエッセイや、ストーリーが楽しめるショートコミックが無
料で読める WEB 漫画。日常にまつわるテーマからストーリーものまで、読む人の好
奇心や知的欲求をくすぐるラインナップが揃っています。
★『FEEL FREE』限定 10 名様へ、『サラリスト®』プレゼントも実施！

＜ベルメゾンにて実施中キャンペーン＞
『大汗さん®』シリーズ他、対象の『サラリスト®』商品について、最大 10％OFF のまとめ買い割引を実施中！
レディス・メンズ・キッズ等、家族みんなのサラリストを、今ならお得にお求めいただけます。
※詳しくは『サラリスト®』特設サイトをご確認ください。 http://www.bellemaison.jp/slpr2

＜嶽まいこさん作『大汗ラブストーリー』について＞
■公開日： 第 1 話 4 月 23 日（月） 第 2 話 5 月 8 日（火） 第 3 話 5 月 15 日（火）
■公開ページ： 『サラリスト®』特設サイト内 http://www.bellemaison.jp/slpr3
■キャラクター：

夏野さら

プレッシャーに
弱い赤面女子

脇田健治

吉岡リリカ

風見颯太

染谷まどか

いい人そうで
ホントにいい人

女子力高め
ワキ甘系 OL

ウソみたいな
爽やか BOY

達観しがちな
サバサバガール

■ストーリー：
汗っかきが恥ずかしくて、いつも地味な服ばかり着ている引っこみ思案の夏野さら。
電車の中でたまたま見かけた好みの彼、脇田健治になんと合コンで再会。
でも彼が好きなのは・・・。汗っかきの男女が暑い夏に繰り広げる、甘くて切ないラブストーリー。

■嶽まいこプロフィール：
嶽 まいこ DAKE maiko
1985 年石川生まれ。金沢美術工芸大学デザイン科卒業。イラストレーター・漫画家として活動。著書
に『なんてことないふつうの夜に』『はたらけ！睡魔さん』（祥伝社）がある。2018 年現在ハツキス（講談
社）にてオムニバス・ショート『世にも奇妙なスーパーマーケット』を連載中。
http://dakemaiko.com/
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◆大量の汗は「ストレスやプレッシャー」が原因も！？（五味クリニック 院長：五味常明先生より）
汗をかくのは気持ちによる「精神性発汗」がほとんど！
汗をかくメカニズムは 3 つあります。体温を調整するための「温熱性発汗」、辛いものを食べ
たときに汗が出る「味覚性発汗」、そして、緊張などを感じたときの「精神性発汗」です。
「精神性発汗」については、発汗する場所は部分的で、手のひら、わき、足の裏、額といった
部位ですが、特にワキ汗は、蒸発しにくくこもりやすいことから汗ジミとなってしまい、目に見える
かたちとなって現れ、「汗をかいてしまうのではないか」「汗がにおってしまうのではないか」とい
う不安を感じることで発汗中枢がより刺激されます。このような「予期不安」が現実化すること
で、よけい汗を意識してしまい、汗をかくという悪循環に陥るのです。
大汗さんはいい人？
五味クリニックに訪れる患者の約 7 割はワキガなどによる多汗ではなく、「精神性発汗」によ
る多汗に悩む患者です。
汗に悩む人は、「汗をかくことで周りに迷惑をかけてしまうのではないか」と不安に思うことでよ
けい汗をかいてしまう、他の人に気を遣う性格の良い人なのです。人間関係が発汗に大きく影響するので、夏だけではなく季
節を問わずに汗に悩んでいる人は少なくありません。
海外と比べワキガは少ないのに、汗に悩む人が多いのは他人に気遣う国民性も影響しているのかもしれません。
多汗に陥る悪循環を断ち切るには「安心」が重要
多汗に陥る悪循環を断ち切るためには、いったん汗をとめるか、すぐに蒸発させるということが重要です。
汗対策の場合、対処療法が根治療法になります。 「精神性発汗」による多汗をケアするためには、このようなグッズを上手
く使用しながら、汗について意識せずに過ごすことが最もよいのです。予期不安をいかに防ぐかという観点で、こうしたグッズ
はとても役立つので、積極的にインナーやグッズを使いましょう。

◆2017 年「汗に関する調査」 概要
約 4 割の人が「人より汗が大量」と実感！
Q1.「汗が他の人より大量」だと感じる。＜ｎ＝5000＞（SA）
※「あてはまる」、「やや当てはまる」＝38.7％。

Q2.運動などを除く、あなたが特に汗をかきやすいシチュエーションはいつですか？＜ｎ＝416＞（MA）
汗をかきやすい場面については、緊張などが原因と思
われる「発表など人前に出たとき」が約 6 割
2 位は女性のポイントを集めた「通勤・通学」（51.9％）、
3 位は「辛いものを食べたとき」（47.4％）となっていま
す。
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Q3.汗をかくことで具体的に困ることは何ですか？＜ｎ＝416＞（MA）
「におい」、「汗ジミ」と女性のポイントが高く上位に。
「不快感」以外はすべて、女性のポイントが高くなりました。
特に「汗ジミ」は男女で 20％以上ポイントに差がありました。

【2017 年「汗に関する調査より」 調査概要】
調査方法：インターネット調査（調査主体：千趣会主体 委託先：マクロミル）
調査期間： 2017 年 3 月 24 日(金)～3 月 28 日(火)
調査対象者：全国の 15 才～49 才の男女
有効回答数：Q1 のみ 5000 サンプル、Ｑ2、Ｑ3 はＱ１で「あてはまる」と答えた中
からランダムに、416 名を選出
416 名（内訳：10 代 104 名、20 代 104 名、30 代 104 名、40 代 104 名）
排除属性：製造業(衣服・繊維製品)、調査業・広告代理業、中学生

◆汗取りインナー『サラリスト®』シリーズ商品例
商品名：汗取りインナー・背中二重フレンチ袖レディース（超大汗さん）
サラリスト史上最強パッド＆背中二重！今年は汗、ゼッタイ染み出さない！
防水布入りの脇パッド×背中二重×ドライな肌触りの素材
●脇のパッドは、表側と肌側の生地の間に防水布が入ったと
っておきの三重構造！大量の汗をキャッチするので、汗っか
きさんも安心。洋服を汗ダメージから守ることもできます。
●背中は全面二重で、ベタつきやすい背中をケアします。自
分では確認しづらい後ろ姿も安心です。
●通気性コントロール、消臭、接触冷感、吸汗速乾機能を備
えたドライな肌触りの素材。ジメっとした季節でもムレにくく、い
つも爽やか。
●襟ぐり広めでＴシャツからはみ出しにくいフレンチ袖タイプ。
・ポリエステル 50％、レーヨン 40％、複合繊維(ベントクール

2018 年さらに改良！

仮画像

TM)10％(フライス)/・消臭・

吸汗・速乾・接触冷感機能/
・中国製/・価格：¥1,990～¥2,300(税込)/・サイズ：S～5L まで 7 サイズ

商品名：メンズ汗取りインナーＶネック半袖（大汗さん）
防水布で汗ジミブロック！ ノーネクタイの日も使える V ネック
夏の汗・ニオイ問題を爽快に解決！！頼もしい防水布入りの汗取りパッドが、シャツ
の汗ジミを防止！
ワイシャツのインに合わせやすい V ネック。広めに開いているので、ノーネクタイの日
もチラ見えせず安心。三重構造の汗取りパッドで、脇のベタつきをケアできます。
●さわやか消臭機能・通気性コントロール（ベントクール®）
●さらさら吸汗速乾（クールプラス®）
・ポリエステル 75％、綿 15％、複合繊維(ベントクール TM)10％(フライス)/
・吸汗・速乾機能・消臭加工/・中国製/・価格：¥1,500(税込)

・サイズ：S～3L まで 5 サイズ
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