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““““アパレルアパレルアパレルアパレル”×“”×“”×“”×“ジャパンカルチャージャパンカルチャージャパンカルチャージャパンカルチャー””””のののの Japan LabelJapan LabelJapan LabelJapan Label    

アニメーションアニメーションアニメーションアニメーションコラボコラボコラボコラボ企画企画企画企画がががが実現実現実現実現    

「「「「黒子黒子黒子黒子ののののバスケバスケバスケバスケ」」」」ととととののののコラボコラボコラボコラボ商品商品商品商品、、、、9999 月月月月 14141414 日日日日（（（（土土土土））））よりよりよりより発売開始発売開始発売開始発売開始    

本企画限定本企画限定本企画限定本企画限定、、、、描描描描きききき下下下下ろしろしろしろしイラストイラストイラストイラストをををを店頭店頭店頭店頭・・・・公式公式公式公式サイトサイトサイトサイト・・・・ECECECEC サイトサイトサイトサイトでででで公開公開公開公開    

 

株式会社クロスカンパニー（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：石川康晴）の、主力ブランド    

「earth music＆ecology（アース ミュージック＆エコロジー）」（以下、アース）が展開する、日本のクリエイターや

アニメ、漫画とコラボレーションするレーベル「「「「Japan LabelJapan LabelJapan LabelJapan Label（（（（ジャパンレーベルジャパンレーベルジャパンレーベルジャパンレーベル）」）」）」）」では、10 月より第 2 期が放送  

スタートとなる人気アニメ「黒子のバスケ」とのコラボレーション商品を 9月14日（土）より、発売開始いたします。 

 

今回のコラボレーション商品は、劇中に登場するキャラクターやモチーフをイメージしたアパレル、雑貨系アイ

テムをメインにラインナップを揃え、作品の世界観とアースのイメージをミックスし、それぞれの魅力を活かしたデ

ザインに仕上げました。 

本企画を通じて、アース、「黒子のバスケ」双方のファン、お客様に、それぞれの魅力を知っていただき、新

規ファン・顧客獲得に繋げていきたいと考えております。 

今後もJapan Labelでは、ファッションを通じて、ジャパンカルチャーの新しい楽しみ方をお客様に提案するべく、

さまざまな企画・商品を展開してまいります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■■    earth musicearth musicearth musicearth music＆＆＆＆ecologyecologyecologyecology Japan Japan Japan Japan    LabelLabelLabelLabel    ××××    黒子黒子黒子黒子ののののバスケバスケバスケバスケ    コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション商品概要商品概要商品概要商品概要    

先行予約開始日：2013 年 9 月 6 日（金）AM0:00 から earth music&ecology EC サイトにて 

発売日 ：先行発売 2013 年 9 月 14 日（土） earth music&ecology 池袋サンシャインシティ店 

：通常発売 2013 年 9 月 28 日（土） 全国の earth music&ecology 店舗、 

EC サイト（http://www.earth1999-netshop.jp/pc/special/index.cgi?page=2013_kuroko） 

アイテム ：全 7 型発売 ワンピース、プルオーバー＆スカートセット、カーディガン、リュック、チャーム、 

ハンドタオル、ネックレス  ※詳細は 2 枚目を参照。 

 

 

× ×

©藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会 

 

本企画のために描き下ろされたイラスト 

（店頭・Japan Label 公式サイト・ＥＣサイトにて限定公開されます。） 



■ earth musicearth musicearth musicearth music＆＆＆＆ecologyecologyecologyecology Japan Japan Japan Japan    LabelLabelLabelLabel    ××××    黒子黒子黒子黒子ののののバスケバスケバスケバスケ    コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション商品概要商品概要商品概要商品概要    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナンバードットワンピースナンバードットワンピースナンバードットワンピースナンバードットワンピース    

人気キャラクターの背番号とバスケットボールをドット柄

にしたワンピース。「黒子・火神 ver」、「キセキの世代

ver」（黄瀬・緑間・青峰）の 2 色展開。レース衿、ベルト

付きのガーリーなアイテム。 

 

価格 ：￥5,995（税込） 

サイズ ：Free 

カラー ：Navy/Dark green 

スクールセットスクールセットスクールセットスクールセット    

キャラクターの学校のユニフォームカラーのセットアイ

テム。衿付きトップスにはキャラクターをイメージさせ

るプリント入り。セットのチュールスカートにはバスケ

ットボールと星のレースを裾にあしらいました。 

 

価格 ：￥7,990（税込） 

サイズ ：Free 

カラー ：Ivory/Navy/Yellow/Black 

 

ジャガードジャガードジャガードジャガードスクールスクールスクールスクールカーディガンカーディガンカーディガンカーディガン    

制服に合わせて着てもかわいい、秋にぴったりの   

ニットカーディガン。裾にはキャラクターのジャガード。 

「黒子・火神 ver」、「キセキの世代 ver」（黄瀬・緑間・

青峰）の 2ver の展開。 

 

価格 ：￥5,995（税込） 

サイズ ：Free 

カラー ：「黒子・火神 ver」Ivory/ Navy 

「キセキの世代 ver」Beige/Gray 

 

裾にはメンバーのプリントが 

ナンバードットリュックナンバードットリュックナンバードットリュックナンバードットリュック    

背 番 号 の ド ッ ト 柄 プ リ ン ト リ ュ ッ ク 。 こ ち ら は    

「黒子・火神・黄瀬・緑間・青峰」のナンバーとバス

ケットボールのプリントが入っています。 

背当てには星柄の刺繍。ユニセックスで使えるアイ

テムです。 

 

価格：￥5,995（税込） 

カラー：Beige/Black 

テツヤテツヤテツヤテツヤ２２２２号号号号チャームチャームチャームチャーム    

作品に登場する犬「テツヤ２号」を 

アース定番のチャームに。 

顔もアースらしくアレンジしたオリジ

ナルチャーム。 

 

価格：￥2,100（税込） 

ハンドタオルハンドタオルハンドタオルハンドタオル    

アースと「黒子のバスケ」のオリジナ

ルコラボロゴのハンドタオルが登場。 

全種揃えたいプレミアムタオル。 

等身大シルエットとちびキャラシル 

エットの 2 種類。 

 

価格：￥1,050（税込） 

カラー：Sax/Red/Yellow/Green/Navy 

リボンリボンリボンリボン＆＆＆＆スターモチーフスターモチーフスターモチーフスターモチーフネックレスネックレスネックレスネックレス    

キャラクターイニシャルと背番号が裏面 

に刻印されたネックレス。（全 5 種） 

トップのスワロフスキーはそれぞれの  

キャラクターのイメージカラーです。 

 

価格：￥1,995（税込） 

カラー：Sax/Red/Yellow/Green/Navy 

 

©藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会 

発売元：(株)バンダイ 

 

↑背番号入りドット柄 

等身大バージョン ちびキャラバージョン 



■ earth music&ecology Japan Labelearth music&ecology Japan Labelearth music&ecology Japan Labelearth music&ecology Japan Label についてについてについてについて    

Japan Label は、2012 年 3 月より日本のクリエイターや、アニメ／漫画との 

コラボレーションを目的として立ち上がりました。 

初年度は初音ミク（©クリプトン・フューチャー・メディア）とのコラボレーションを 

展開し、2013 年 3 月には渋谷パルコ PART1 内のイベントスペース 2.5D で 

ボカロイベントを展開するなど、新たな顧客層の開拓に成功しました。 

今後も、アニメ・漫画・ブランドなど、さまざまなジャンルにおいてコラボレーション 

企画を展開し、今までにない新しいブランドレーベルを目指します。 

 

＜Japan Label 公式サイト＞ http://emae-jp.tumblr.com/ 

＜facebook＞ https://www.facebook.com/earthJL 

＜twitter＞ https://twitter.com/earth_JL 

    

    

■ 黒子黒子黒子黒子ののののバスケバスケバスケバスケについてについてについてについて    

原作「黒子のバスケ」（原作者：藤巻忠俊）は 2008 年より『週刊少年ジャンプ』 

にて連載が開始され、現在も好評連載中、コミックス発行部数は１～23 巻、 

累計 2200 万部を突破。 

2012 年 4 月～9 月でテレビアニメが放送され、ファンディスクを含む第 1 期 

BD&DVD 累計で 30 万本以上の大ヒットを記録。 

2013 年 10 月より第２期の放送が開始される。 

 

＜あらすじ＞ 

帝光中学バスケ部で全中 3 連覇を果たした「キセキの世代」。 

その幻の“6 人目（シックスマン）”黒子テツヤと、アメリカ帰りの火神大我が 

誠凛高校バスケ部で出会い、仲間たちとぶつかりあいながらも、 

努力を重ねて栄冠を目指す物語。 

©藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会 

Japan Label×黒子のバスケ 

スペシャルロゴ 


