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＜別添：参考資料＞ 

『FACT FASHION ICONS 一覧』 

▼概要 

FACT FASHION ICONS は、「患者さんが抱える衣服の課題」と「課題の解決策」をセットで表現し

たアイコンです。FACT FASHION の衣服を手に取った際、衣服に搭載された機能を表現するだけで

なく、その機能を必要とする乾癬患者さんの悩み、乾癬について知っていただくことを目的にしてい

ます。 

▼開発背景 

FACT FASHION ICONS は、２つの乾癬患者団体（「一般社団法人 INSPIRE JAPAN WPD 乾癬啓発普

及協会」、「NPO 法人東京乾癬の会 P-PAT」）から「課題と解決策の伝わりやすさ」、MAISON SPECIAL

から「アパレルブランドから見た利用時の汎用性」の点でアドバイスを頂き、完成に至りました。 

本アイコンを通して、より多くの方に乾癬や患者さんが抱える衣服の課題について知っていただける

よう、また MAISON SPECIAL をはじめ、様々なアパレルブランドで本アイコンが活用されることを

目指し、今後も活動を続けてまいります。 

FACT＝課題 FACT FASHION ICONS FASHION＝解決策 

襟元の擦れ・刺激 

（刺激により症状が悪化） 

首擦れケア / Easy-On Neck 

 
襟の擦れ対策 

（襟で擦れづらい） 

皮膚片の滞留 

（皮膚片が襟元・肩などに滞留） 

皮膚片の付着防止 /  

Easy-Off Shoulders 

  皮膚片の滞留対策 

（皮膚片が付着しづらい） 

皮膚片の落下 

（袖や襟から皮膚片が落ちる） 

皮膚片の落下防止 /  

Easy-In Cuffs 

 皮膚片の落下対策 

（皮膚片が落ちづらい） 

肘の擦れ・刺激 

（刺激により症状が悪化） 

肘擦れケア / Easy-On Elbows 

 
肘の擦れ対策 

（好発部位を刺激しづらい） 

関節炎・爪の変形 

（衣服の着脱が困難） 

ラク着脱 / Easy-To Wear 

 
着脱対策 

（指の動き少なく着脱しやすい） 

症状による衣服の汚れ 

（血などが服に付着） 

ラク洗濯 / Easy-To Wash 

 
洗濯対策 

（汚れを落としやすい） 

※使用感には個人差があります。 
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MAISON SPECIAL 企画製作『FACT FASHION』製品一覧 

 

▼本アイテムの特徴 

本アイテムは、1 つのデザイン手法である「あえて裏地を表に出す”インサイドアウト“」をコンセプトに

製作されました。裏地を表に出すことで、皮膚への擦れや刺激にもなる縫い代が直接肌に当たらない

仕様になり、患者さんの課題に応えながらもファッション性の高いアイテムを実現しています。 

また、FACT FASHION ICONS で提示している機能のほか、「服の重みが負担になる」という患者さん

の声を踏まえ、全アイテムを通して素材の中でも肌触りがよく、比較的軽量なものを活用するなど、

患者さんの声が随所に活かされています。 

患者さんの衣服の課題に応える工夫を取り入れながらも、「おしゃれを楽しむ服」という点にも重き

を置き、MAISON SPECIAL ブランドとして他製品とも遜色のないアイテムとなっています。 

 

サイズ展開の表記について 

０＝S・M、1＝M・L、2＝L・XL を参考サイズとしてご案内しております。 

トップス 5 点はオーバーサイズデザインで製作しており、パンツ 1 点はウエストゴムによるサイズ調

整が可能です。 

販売価格に表記について 

記載の内容から変更となる可能性がございます。 

詳細は 12 月 17 日(金)予約開始後、MAISON SPECIAL の公式サイトをご確認ください。 

 

▼コート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 インサイドアウトプライムオーバーバイカラーステンカラーコート 

カラー NVY・C.GRY 

サイズ展開 1・2（ユニセックス） 

素材 
表地 A：ナイロン 100％ 表地 B：ナイロン 100% 裏地 C：綿 70%、複合繊維（ポ

リエステル） 30% 裏地 D：ポリエステル 76%、レーヨン 20%、ポリウレタン 4% 

販売価格 49,500 円（税込み） 

その他の特徴 
・ポケットの切込みを縦に入れ、ポケット内への鱗屑落下を防ぐ 

・肩回りは濃い色を避け、肩に落ちた鱗屑が目立つことを防ぐ 

皮膚片が滑り落ちやすい 
素材 リモンタナイロンを採用 

袖の締め具合を調節できる 
ボタンを袖口に装着 

肌に触れても刺激の 
少ない TR 素材を採用 

ボタンホールサイズを 
3 ミリ大きくし留めやすく 

家庭でも手洗い可能な 
素材を使用 



 

 

 3 / 5 

 

▼ブルゾン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 インサイドアウトプライムオーバーバイカラーブルゾン 

カラー NVY・C.GRY 

サイズ展開 1・2（ユニセックス） 

素材 
表地 A：ナイロン 100％ 表地 B：ナイロン 100% 裏地 C：綿 70%、複合繊維（ポ

リエステル） 30% 裏地 D：ポリエステル 76%、レーヨン 20%、ポリウレタン 4% 

販売価格 41,800 円（税込み） 

その他の特徴 

・ポケットの切込みを縦に入れ、ポケット内への鱗屑落下を防ぐ 

・フェイクポケットにすることで、 

デザイン性を保ちながらポケット内への鱗屑落下を防ぐ 

 

 

▼ジャケット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 インサイドアウトプライムオーバーバイカラージャケット 

カラー NVY・C.GRY 

サイズ展開 1・2（ユニセックス） 

素材 
表地 A：ナイロン 100％ 表地 B：ナイロン 100% 裏地 C：綿/70%、複合繊維（ポ

リエステル） 30% 裏地 D：ポリエステル 76%、レーヨン 20%、ポリウレタン 4% 

販売価格 44,000 円（税込み） 

その他の特徴 
フェイクポケットにすることで、 

デザイン性を保ちながらポケット内への鱗屑落下を防ぐ 

皮膚片が滑り落ちやすい 
素材 リモンタナイロンを採用 

袖の締め具合を調節できる 
ボタンを袖口に装着 

肌に触れても刺激の少ない 
TR 素材を採用 

ボタンホールサイズを 
3 ミリ大きくし留めやすく 

家庭でも手洗い可能な 
素材を使用 

袖の締め具合を調節できる 
ボタンを袖口に装着 

肌に触れても刺激の少ない
TR 素材を採用 

ボタンホールサイズを 
3 ミリ大きくし留めやすく 

家庭でも手洗い可能な 
素材を使用 

 

皮膚片が滑り落ちやすい 
素材 リモンタナイロンを採用 
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▼シャツ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 インサイドアウトプライムオーバーバンドカラーシャツ 

カラー NVY・BLK 

サイズ展開 1・2（ユニセックス） 

素材 
表地 A：ナイロン 100％ 表地 B：ナイロン 100% 裏地 C：ポリエステル 65%、綿 

35% 裏地 D：綿 70%、ポリエステル 30% 

販売価格 22,000 円（税込み） 

その他の特徴 ポケットの切込みを縦に入れ、ポケット内への鱗屑落下を防ぐ 

 

▼ロングシャツ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

商品名 インサイドアウトプライムオーバーバンドカラーマキシシャツ 

カラー BLU・KHK 

サイズ展開 1・2（ユニセックス） 

素材 

表地 A：ナイロン 87％、ポリウレタン 13% 表地 B：ナイロン 100% 裏地 C：ポリ

エステル 65%、綿 35% 裏地 D：綿 65%、ポリエステル 18%、複合繊維（弾性ポ

リエステル） 18% 

販売価格 26,400 円（税込み） 

その他の特徴 ポケットの切込みを縦に入れ、ポケット内への鱗屑落下を防ぐ 

首後ろに当たっても擦れの 
少ない第一織物の生地を採用 

 

袖の締め具合を調節できる 
ボタンを袖口に装着 

直接肌に触れても刺激の 
少ない TC 素材を採用 

ボタンホールサイズを 
3 ミリ大きくし留めやすく 

家庭でも手洗い可能な 
素材を使用 

 

皮膚片が滑り落ちやすい 
ナイロン素材を採用 

 

首後ろに当たっても擦れの 
少ない第一織物の生地を採用 

 

袖の締め具合を調節できる 
ボタンを袖口に装着 

直接肌に触れても刺激の 
少ない TC 素材を採用 

ボタンホールサイズを 
3 ミリ大きくし留めやすく 

家庭でも手洗い可能な 
素材を使用 

 

皮膚片が滑り落ちやすい 
ナイロン素材を採用 
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▼ストレートパンツ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

商品名 インサイドアウトプライムオーバーストレートパンツ 

カラー NVY・C.GRY 

サイズ展開 0・1（ユニセックス） 

素材 
表地 A：ナイロン 100% 表地 B：ポリエステル 76%、レーヨン 20%、ポリウレタ

ン 4% 

販売価格 24,200 円（税込み） 

その他の特徴 ウエストサイズを調節できる紐を装着し、ウエスト部分の擦れを軽減 

 

FACT FASHION ICONS について 

□詳 細：下記より PDF としてダウンロードできます。 

https://www.janssen.com/japan/sites/www_janssen_com_japan/files/fact-

fashion-icons.pdf 

利用条件及び免責事項 

こちらの文書は、FACT FASHION ICONS（以下「アイコン」といいます）をご利用いただく際の条件

を定めたものです。以下の内容に同意いただけない場合、本アイコンのご利用をお控えください。 

● 本アイコンに関する権利は、FACT FASHION 事務局（株式会社オズマピーアール内、以下「事務

局」といいます）に帰属します。 

● 利用者は、事務局の許諾を得た上で、本アイコンを疾患啓発と疾患に関する衣服の課題解決を目的

とした営利・非営利の取組みで利用することができます。本アイコン（二次的著作物を含みます）を、

その全部又は一部を問わず、営利目的、商業利益、私的な金銭的報酬のために改変、またはその他の方

法で利用することはできません。 

● 本アイコンの利用は、利用者自身の責任において行っていただきます。事務局は、誤解を招く表現

でないこと、第三者の権利を侵害していないこと、利用者のニーズに適合していることなどを含む一

切の保証をしません。また、本アイコンに関するウェブサイトの URL や、本利用条件及び免責事項は、

予告なしに変更又は削除することがあります。 

● 本アイコンの利用に起因して発生したトラブル等について、事務局は責任を負うものではありません。 

 

【本件に関するお問合せ先】 

● ヤンセンファーマ株式会社 コミュニケーション＆パブリックアフェアーズ部 

TEL:03-4411-5046   FAX: 03-4411-5050   @ E-mail: JP-PR@its.jnj.com 

● FACT FASHION ICONS 利用について（FACT FASHION 事務局）  @ E-mail：janssen@ozma.co.jp 

ボタンホールサイズを 
3 ミリ大きくし留めやすく 

裾の締め具合を調節できるボ
タンを装着 

直接肌に触れても刺激の 
少ない TR 素材を採用 

 

家庭でも手洗い可能な 
素材を使用 
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