報道関係者各位
NEWS RELEASE
2021 年 4 月 30 日

株式会社コックス

2021 年 4 月 30 日（金）
、
「IKKA LOUNGE」「ikka」にて
“ミネラルのチカラ”を着るリラクシングウェアを新発売

株式会社コックス（本社：東京都中央区日本橋浜町 1-2-1、代表取締役社長：寺脇栄一）は、
2021 年 4 月 30 日（金）
、
「IKKA LOUNGE（イッカラウンジ）」
「ikka（イッカ）」にて、 “ミネラルの
チカラ”を着るリラクシングウェアを発売します。
コロナ下でテレワークやおうち時間が増え、運動不足などから気軽にリカバリー向上を望む方が
増加する中で、今回発売する商品には「バランス感覚の向上」「リカバリー向上」「パフォーマンスの
向上」が期待できるミネラル結晶体「IFMC.（イフミック）※」加工を施しています。
各アイテムは、コックス公式オンラインストア「TOKYO DESIGN CHANNEL」、全国の「IKKA
LOUNGE」と「ikka」の一部店舗にてお買い求めいただけます。
※

「IFMC.（イフミック）
：集積機能性ミネラル結晶体」
（特許 6557442 号）は、
今年創業 100 年を迎える老舗企業、株式会社テイコク製薬社が温泉療法に着眼し
て製造したナノメーターレベルの非常に微小なミネラルの結晶体です。数種類の
鉱物を組み合わせて鉄分の多い温泉水に一定時間浸漬し、その溶出液を特殊処理
して抽出した物質です。
「IFMC.」
「イフミック」
「集積機能性ミネラル結晶体」は、株式会社テイコク製薬
社の商標または登録商標です。
詳細はこちら：IFMC.サイト：https://ifmc.jp/
株式会社テイコク製薬社サイト：https://www.teikoku-drugstore.co.jp/

■アイテム詳細（一部商品）
Men’s
イフミック プレーティングポケット T シャツ
サイズ：S・M・L・LL
カラー：ブラック・ネイビー
価 格：2,990 円（税込 3,289 円）
イフミック 接触冷感ショートパンツ
サイズ：S・M・L・LL
カラー：ブラック・ネイビー
価 格：3,990 円（税込 4,389 円）

Ladies

イフミック ストレッチ半袖 T シャツ
サイズ：M・L
カラー：ミディグレー・ブラック・ミスティローズ
価 格：2,990 円（税込 3,289 円）
イフミック ストレッチパンツ
サイズ：M・L
カラー：ミディグレー・ブラック・ミスティローズ
価 格：2,990 円（税込 3,289 円）

■コックス公式オンラインストア限定アイテム

ハニカムランダムボーダーT

カットサッカークルーネック T

ミラノリブボーダーT

ワッフル T

ヘンリーフェイクネック T

※各発売開始日：4 月 30 日（金）

商品詳細はこちらから：https://tokyodesignchannel.com/feature/ikka/ikka-ifmc.html

■展開店舗

※新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、展開店舗が変更される可能性がございます。ご了承ください。

【北海道】
・ikka LOUNGE イオンモール旭川西店
・ikka イオンモール札幌発寒店
・ikka イオンモール札幌苗補店
・ikka イオンモール札幌平岡店
・ikka イオンモール旭川駅前店
・ikka イオンモール苫小牧店
・ikka イオン帯広店
【岩手県】
・ikka イオンモール盛岡南店
【秋田県】
・ikka イオンモール秋田店
【山形県】
・ikka イオンモール天童店
【宮城県】
・ikka ララガーデン長町店
・ikka イオンモール石巻店
【福島県】
・ikka イオンタウン郡山店
【茨城県】
・ikka イオンモール水戸内原店
【群馬県】
・ikka イオンモール太田店
・ikka スマーク伊勢崎店
【新潟県】
・ikka LOUNGE イオンモール新潟南店
【富山県】
・ikka イオンモール高岡店

【東京都】
・ikka ショッピングセンタービビオ店
【千葉県】
・ikka LOUNGE イオンモール幕張新都心店
・ikka イオンモール八千代緑が丘店
・ikka イオンモール柏店
・ikka おおたかの森 S・C 店
【埼玉県】
・ikka イオンモール与野店
・ikka イオンモール川口前川店
・ikka LOUNGE ステラタウン店
・ikka イオンモール羽生店
【神奈川県】
・ikka イオンモール座間店
・ikka イオン相模原ショッピングセンター店
・ikka トレッサ横浜店
【静岡県】
・ikka LOUNGE ららぽーと磐田店
・ikka イオンモール浜松市野店
・ikka マークイズ静岡店
【愛知県】
・ikka LOUNGE mozo ワンダーシティ店
・ikka イオンタウン千種店
・ikka ギャラリエ アピタ知立店
【奈良県】
・ikka イオンモール奈良登美ヶ丘店
・ikka イオンモール大和郡山店
【和歌山県】
・ikka イオンモール和歌山店

【鳥取県】
・ikka イオンモール鳥取北店
・ikka イオンモール日吉津店
【岡山県】
・ikka イオンモール倉敷店
【島根県】
・ikka ゆめタウン出雲店
【広島県】
・ikka ゆめタウン廿日市店
【香川県】
・ikka イオンモール綾川店
【高知県】
・ikka イオンモール高知店
【大分県】
・ikka パークプレイス大分店
・ikka アミュプラザおおいた店
【長崎県】
・ikka イオン大塔ショッピングセンター店
【福岡県】
・ikka イオンモール八幡東店
・ikka イオンモール福岡店
・ikka マークイズ福岡ももち店
・ikka イオンモール福岡伊都店
・ikka イオンモール大牟田店
・ikka イオンモール直方店
【宮崎県】
・ikka イオンモール宮崎店
【熊本県】
・ikka イオンモール熊本店
【鹿児島県】
・ikka LOUNGE イオンモール鹿児島店
・ikka イオンタウン姶良店

■ikka について
「一人一人の日常にトキメキを」
私にもあなたにも、地球にもやさしい、ずっと付き合えるファッションを提案します。全国に 165 店舗、公式オンラ
インストア「TOKYO DESIGN CHANNEL」にて展開しております。
（2021 年 3 月末現在）

株式会社コックスについて
コックスは全国のファッションビルやショッピングモールなどに 212 店舗、公式オンラインストアなどの EC 事業
を展開するアパレル企業です。（2021 年 3 月末時点）
ファッションを通じて、お客さまへ本質的なゆたかさを提供することを理念に、メンズ・レディス・キッズ・
ファッション雑貨・ライフスタイル雑貨とその関連商品の企画、製造、小売販売を行なっています。
コーポレートサイト：https://www.cox-online.co.jp/

株式会社コックス 総合企画室

広報担当

梶高

リリースに関する報道関係のお問い合わせ
Tel：03-5821-6070（代表）
（a-kajitaka@cox.style）

