
 全米売上ナンバー1のシームレスブラ※「ジニエブラ」を販売する株式会社テレビショッピング研究所（東京都大田区、代表取締役社長:高橋正

樹）は、女性の胸にとって快適な環境を提供することを目指し、胸のサイズの異なる20代〜40代の女性46人を対象とした調査を行いました。そ

の結果をご紹介します。※ 売上ユニット数 期間:2013年1月〜12月米国NPDグループ調べ 

 女性が知らず知らずに感じている胸の重み。女性の胸の重さを実際に測ったところ、Cカップでなんと平均531.3g!！ 

   これは日用品に例えると、おおよそ500mlペットボトル1本分の重さを胸に毎日身に着けているのと同じです。 

 E・Fカップでは、なんとおおよそ1Lのペットボトルの重さをつけていることも明らかになりました。 

「ジニエブラエアー」で胸の重さから開放！ 
今までのブラジャーよりも楽＆美しいバストラインを実感！！ 

 そんな女性たちに「ジニエブラエアー」を着用してもらうと、84.8％が「胸が軽く感じる」と回答。また、胸の負担が減るだけでなく、 

  今までのブラジャーと比較しても、 89.1％ が「楽、締め付けない」 、73.9％ が「自然できれいなバストラインができる」と 

  楽なだけでなく、美しいシルエットまで実現できるとの評価を獲得しました。 

 快適度は95.6％、満足度は93.5％と、高い評価の「ジニエブラエアー」。93.5％が「今後も着用したい」と回答しています。 

胸に関するWEB限定の調査結果や、「ジニエブラエアー」がお得に買える 
コンテンツ満載の特設ページ、オープン！ 

 今回の調査結果をはじめ、これからの時期に大活躍の「ジニエブラエアー」ならではのお役立ちコンテンツも満載。 

  特設サイトオープンを記念して、いまだけ送料無料キャンペーンも実施。この機会にぜひ！ 

    （URL：http://www.geniebra.jp/research/） 
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胸の重さの負担ってすごい！ 

Cカップは毎日シロクマの赤ちゃんを抱えているのと同じ！Fカップでは子猫！ 
Cカップ以上の女性の80％が「胸の重さによる肩こり」に悩んでいる。 

 各カップ別の重さを動物に例えてみると、Cカップの女性は生まれたてのシロクマの赤ちゃん分の重さを抱えていることになります。 

 Fカップだと生後3ヶ月の子猫（ペルシャ猫）を抱えていることになり、毎日それだけの重さを抱えているということは、ブラジャーをつけた時の肩への 

  負担はかなり大きいものであることが実感できます。 

 実際に、胸が重いと感じるかどうか聞くと、Cカップ以上の女性の76.6％が胸が「重い」と感じ、 80.0％が胸の重さによって「肩がこる」と悩んでい 

   ます。 

2016年6月30日 報道用資料 

〜知られざる女性のバスト徹底大調査！〜 

日本女性で一番多いCカップの重さは・・ 

なんと！ペットボトル500ml 約1本分!! 
    

（全5枚） 

胸の重さ、なんとCカップでペットボトル約1本分（500ml）！ 

ジニエブラ 
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知られざる女性の胸の重さと負担 徹底大調査！ 
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胸の重さがどれだけ重いのか？身近な動物に置き換えて、表現してみました。 

衝撃の結果、Aカップではシマリスが2匹ですが、Cカップだと生まれたてのシロクマの赤ちゃん分の重さになることが分かりました！！Fカップだと生後   

3ヶ月の子猫（ペルシャ猫）を抱えていることと同じです。 

あなたはどの動物でしたか？生まれたてのシロクマの赤ちゃんから生後３ヶ月の子猫まで、いくらかわいい動物たちでも、 

24時間ずーっと肩にどっしり乗っていたら、さすがに肩も体も悲鳴をあげますよね。 

今回の調査対象46人に、左右それぞれ3回ずつ、自分の胸の容積を測定してもらいました。その結果が下のグラフです。日本女性の胸のサイズ

はCカップが平均的と言われていますが、Cカップの重さは両胸で平均531.3gにもなり、おおよそ500mlのペットボトル1本分の重さを胸につけてい

るのと同じであることが判明しました。Eカップ（平均1,006.4ｇ）やFカップ（平均1,180.0ｇ）の女性は、おおよそ1Lのペットボトルの重さを1

日中身に着けていることになります。なお、胸の重さは多様で、最も重たい胸の人では、Cカップ990ｇ、Fカップで2,000gもありました。毎日それだ

けの負担がかかっているなんて、どれだけ大変なのでしょうか。 

両胸で約326.3ｇ  

シマリス2匹 
約150g×2＝ 

300ｇ 

両胸で約447.5ｇ  

オカメインコ5羽 
約90g×5＝ 
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女性たちにとって胸の重さの負担がどれだけ大きいかが分かりましたが、  

実際自分の胸が重いと感じるかどうかを聞くと、Cカップ以上の女性の  

76.6％が「重い」と感じ、80.0％が「胸が重くて肩がこる」と回答して 

います。女性の胸の重さによる悩みは、ずっしりと重いようです。 

Q.自分の胸が重いと感じますか? Q.胸が重くて肩がこると感じますか? 

胸が重い 

76.6％ 
肩がこる 

80.0％ 

C〜Fカップの女性 
（N=30） 

Cカップ以上の約8割が胸が重いと感じ、肩がこっている 

胸のサイズ別 両胸の重さの平均値とCカップ・Fカップの最大値（全員N=46） 

日本女性で一番多いCカップは何ｇ？胸のサイズ別の重量は…？ 

最大 
990ｇ 

サイズ別の胸の重さを、身近な動物で置き換えてみると… 

カップ カップ カップ カップ カップ カップ 

最大 
2,000ｇ 



「ジニエブラエアー」で胸の重さから開放！ 
今までのブラジャーよりも楽＆美しいバストラインを実感！！ 

3 

胸が重くて肩がこると感じている女性たちに、普段の生活で「ジニエブラエアー」を着用してもらった感想は、 

91.3％が「肩がこらない」と実感。 84.8％ が「胸が軽く感じる」 、97.8％ が「楽、締めつけない」と答え、 

ジニエブラエアーなら、重いと感じていた胸が軽く快適に感じられることがわかりました。 

 

評価の高い「ジニエブラエアー」ですが、今までのブラジャー 

と比較してもらったところ、なんと、全ての項目において「ジ 

ニエブラエアーの方が良い」という回答が得られました。  

「楽、締めつけない」89.1％、「肩がこらない」76.1％、 

「胸が軽く感じる」76.1％「自然できれいなバストラインが 

できる」73.9％など、ジニエブラエアーは今までのブラジャー  

との比較でも高い評価と満足度を獲得しています。 

今までのブラジャーと比べても非常に評価の高い「ジニエブ 

ラエアー」。さらに、総合的に快適と思うかを聞くと、快適 

度は95.6％、満足度も93.5％と非常に高く、今 

後の着用についても93.5％が「今後も着用したい」と、一 

度つけたらやみつきになること間違いなしの商品です。 

90％以上が納得の実感！楽で軽くて肩がこらない！ 

エアリーなつけ心地でキレイが叶う！「ジニエブラエアー」 

Q.「ジニエブラエアー」を使用した感想は?（全員N=46） 
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「ジニエブラエアー」VS「今までのブラジャー」 

結果は「ジニエブラエアー」が圧勝! 

今までのブラジャーよりも楽＆美しいバストラインを実感！！ 

驚異のリピート希望93.5％！快適＆大満足の「ジニエブラエアー」 

Q.「ジニエブラエアー」の評価は?（全員N=46） 
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95.6％ 
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ジニエブラエアーを 
今後も 

着用したい

93.5％ 

Q. 「ジニエブラエアー」VS「今までのブラ」 

89.1％ 

76.1％ 
76.1％ 
73.9％ 

＜バストに関する実態調査：（株）テレビショッピング研究所調べ＞ 

調査概要 ●調査時期：2016年5月12日（木）〜5月20日（金）    

 ●調査方法：ホームユーステスト / ジニエブラエアー着用後アンケート（３日間着用） 

 ●調査対象：胸のサイズの異なる20代〜40代の女性46人 Aカッブ8人、Bカップ8人、Cカップ8人、Dカップ8人、Eカップ7人、Fカップ7人 

●自分の胸の重さ 測定方法 

◎準備物 ぬるま湯、計量カップ、胸が入るくらいの大きさのボウル 

◎測定方法 ①溢れた水が受け止められるよう、大きめのボウルなどを先に置く。その中に自分の胸が入るくらいの大きさのボウルを載せ、こぼれないようぎりぎり 

  いっぱいまでぬるま湯を入れる。 

 ②上半身の服を着ない状態で、片方の胸をゆっくりボウルのぬるま湯の中に入れていく。 

  ③胸の体積の分だけこぼれたぬるま湯を計量カップを利用して量る。水の重さは脂肪の重さとほぼ同じなため、水の重さを脂肪に置き換えて換算。 

ジニエブラエアー 変わらない 今までのブラジャー 

楽、締め付けない 

肩がこらない 

胸が軽く感じる 

自然できれいな 
バストラインができる 

8.7％ 

21.7％ 

23.9％ 

13.0％ 

2.2％ 

2.2％ 

0.0％ 

13.0％ 

※四捨五入の関係で100％にならない数値もあります。 



全米売上ナンバー1のシームレスブラ※ 「ジニエブラ」が、20代〜40代の日本女性を対象に行った「女性のバスト徹底大調査」。 

その全貌をくまなくご紹介する特設サイト「女性のお悩みまるわかり！リサーチジニエ！」が6月29日（水）にオープンしました。 

※売上ユニット数 期間:2013年1月〜12月米国NPDグループ調べ 

本サイトでは「ジニエブラエアー」の魅力を紹介するとともに、特設サイトオープン記念として、送料無料キャンペーンも実施致します。 

この機会にぜひお試しいただき、軽やかでキレイな胸を手に入れてください。 

「ジニエブラエアー」の感想と特設ページのご紹介 
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特設サイト「女性のお悩みまるわかり！リサーチジニエ！」では、このリリースでも紹介している胸のサイズ別の重さを身近な動

物に例えたり、胸の重さと同量の水でパンケーキが何枚焼けるか？を掲載中。気になる答えは特設サイトでぜひご確認ください。

胸に関して悩んでいたことも、このサイトを見れば解決のヒントにつながり、胸も気持ちも、晴れやかに軽やかになるかもしれませ

ん。 

特設サイトURL            ： http://www.geniebra.jp/research/ 
ジニエブラ公式サイトURL： http://www.geniebra.jp/ 
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「ジニエブラエアー」に大満足のお声が多数！快適度95.6％、満足度93.5％、今後の着用意向93.5％と、着れば着る

ほど虜になってしまうのが「ジニエブラエアー」。着用者の方のコメントも熱いです！ 
 

Q.「ジニエブラエアー」を試用した感想は? 

●絶妙なフィット具合がとても心地よかったです。背中部分がメッシュ仕様で、 

 蒸れずに快適に過ごすことができました。きちんとした位置にバストを保っていてくれるのが分かるので、 

 24時間着用していたい気持ちになりました。 （Aカップ 40代） 

●すごくつけ心地がいい！！！締め付け感がないのに、胸をしっかり包み込み、 

 ワイヤー無しで固定してくれている。肩ひものズレ落ちが無いのがストレスフリー。（Bカップ 30代） 

●つけ心地が軽くフィット感とホールド感がとても気持ちがいい！！  

 アウターにもひびかずに、キャミなしで白いTシャツが着れて感動！！（Cカップ 30代） 

●締め付けられずとても快適に過ごせた 。ワイヤーとかがないので体にくい込むこともなくいい感じにフィットしていた。（Dカップ 20代） 

●しめつけ感を感じないのに、しっかり支えている。 やわらかい素材でつけている感じがしない。 背中のはみ出し肉がない。（Eカップ 40代） 

●すごく楽！！しかも脇の肉のはみ出しもなく、ホールド感もあり、是非知り合いに勧めたいです！！（Fカップ 40代） 

こんなに楽なのにシルエットが綺麗！感動の声続々！ 

    コンテンツ盛りだくさんの特設サイトは 

オトクな情報や、胸のキレイとラクを叶えるヒミツが満載です。 

特設サイトオープン記念として、送料無料キャンペーンも！！ 

「女性のお悩みまるわかり！リサーチジニエ！」特設サイトオープン記念 いまだけ送料無料キャンペーン 

◆商品ラインアップ：ジニエブラエアー ２色２枚セット ￥4,980（税込） 送料無料 

            同色カラーでセットアップできる！ジニエショーツ ２色２枚セット ￥2,916(税込）  

            ※ジニエブラエアーをご購入の方のみ送料無料 

◆期間 ：2016年6月30日(木)〜2016年8月31日(水) 

ブラとお揃いで 
どうぞ！ 

※個人の感想です。使用感には個人差があります。 



 

 

商品情報「ジニエブラエアー」 
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キレイとラクを叶えるジニエブラがさらに進化！ 

通気性と快適性をさらに高めた新機能ブラ 「ジニエブラエアー」 

●エアスルーカップ＆ブリーズパッド メッシュ構造で快適＆きれい 

オリジナルブリーズパッド全体にブリーズホール(空気穴)を設け、快適さを重視しています。バストに直接当

たる生地もメッシュ構造にする事により、バストを1日中快適に保ちます。さらに、高低差をつけた日本オリ

ジナルブリーズパッドが、バストを下からしっかり持ち上げ自然で美しいバストラインに仕上げます。 

ジニエブラは「キレイとラクを叶えるブラ」をキーワードに、全米シームレスブラNo.1※1、世界45ヵ国シリーズ累計販売数8,000万枚※2を突破したノンワイ

ヤー・ノンホックのシームレスブラです。「ジニエブラエアー（geniebra Air）」はジニエブラのフィット感はそのままに、通気性と透湿性をアップさせた新機能ブラ

「ジニエブラエアー」。通気性にこだわったエアスルー構造になっており、その通気性はジニエブラの2.9倍※3にアップさせ、生地全体をメッシュ加工することで、

長時間着用しても、アクティブに動いても、さらっと快適なつけ心地が持続します。さらに、伸縮性のある素材を使用しているので、締めつけ感がなく、長時間

つけていても気にならない商品です。 

※1:売上ユニット数（2013年1月〜12月）米国NPDグループ調べ  ※2:2011年3月〜2015年12月メーカー調べ ※3:背面部分、従来品との比較 一般財団法人ボーケン品質評価機構調べ 
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＆ 

ベイビーブルー 

シルキーベージュ 
＆ 

リッチブラック 

 

●エアスルーバックパネル 通気性が約2.9倍※アップで長時間快適 

エアスルーバックパネルは背中のお肉をスッキリ整えるサポート力だけでなく、薄さにもこだわり、従来

のジニエブラより約2.9倍※通気性がアップしました。バスト全体のホールド力を変えずに、長時間の

着用をより快適にしました。※背面部分、従来製品との比較 一般財団法人ボーケン品質評価機構調べ 

 

●商品詳細 

●価格：2色2枚セット 4,980円（税込） 

●サイズ：6種／S・M・L・LL・3L・4L 

●素材：ナイロン90％、ポリウレタン10％ 

NEW 

 

 
≪商品に関するお問い合わせ先≫ 

株式会社テレビショッピング研究所 国際部商品企画 担当：宮地 本庄 

〒144-0051 東京都大田区西蒲田7丁目25番7号     TEL：03-5713-2261 

 

●透湿性に優れた生地 

ジニエブラエアーは透湿性に優れた生地を使用しています。 

空気を外へ逃がし、ブラ全体が蒸れにくく、背面もベタつきにくいので、長時間快適に過ごせます。 
 

 
アメリカで一番売れている 

 シ ー ム レ ス ブ ラ 

全 米 売 上 N O .1 
※売上ユニット数 期間:2013年1月〜12月 

米国NPDグループ調べ 

 
シリーズ累計販売数 

 
 
※2011年3月〜2015年12月 

メーカー調べ 

8,000万枚突破！ 

 

世界45カ国以上で 

販売中！ 
 
 

※2014年5月メーカー調べ 


