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ワークウェアブランド PLAY WORK は、2010 年 10 月 10 日（日）

より、Dragon Ash のダンサーとして活躍する ATSUSHI 氏が発起人

となり、 生命力、すなわち生命の素晴らしさ、尊さを様々な形で表現

し、多くの人々に考えるきっかけを伝えていくプロジェクト POWER of 

LIFE と、コラボレーション展開を致します。 

POWER of LIFE はコンセプトである「生命力の素晴らしさや尊さ」

を伝え「生命力を維持する」為の活動の一環として、全国のアニマル

シェルターをサポートしていきます。「ワーカー達がプライドを持って

働ける服」というテーマを持つ PLAY WORK も賛同し、アニマルシェ

ルターで働く方々のワークウェアである“つなぎ”を作成させて戴くこと

となりました。このつなぎは、POWER of LIFE がサポートしていく全

国のアニマルシェルターへお送りします。また、10 月 10 日（日）～10

月 31 日（日）には、POWER of LIFE に賛同しているアーティスト、ミ

ュージシャン、アスリートの生命力溢れる写真を代々木公園に隣接す

るエリアに誕生した、カフェとアウトドアフィットネススタジオが融合した

コミュニティプレイス「WIRED CAFE<>FIT」にて展示致します。 

「生命力の素晴らしさ、生命力を維持する」現場のワーカーの為のリアルワークウェア 

POWER of LIFE × PLAY WORK スペシャルコラボレーション決定 

PRESS RELEASE 

日々、生命の尊さを感じている現場のワーカー達の為の、リアルワークウェア 

×

 

POWER of LIFE とは？  http://poweroflife.jp/ 
Dragon Ash のダンサーとして活躍する ATSUSHI が発起人となり、 

生命力、すなわち、生命の素晴らしさ、尊さを様々な形で表現し、 

多くの人々に考えるきっかけを伝えていくプロジェクトです。

PLAY WORK とは？  http://playwork.tv/ 
「思いっきり働く人の服は、カッコいい」をコンセプトに、カフェ・カンパニー株式会社と 

リー・ジャパン株式会社が共に立ち上げたワークウェアブランドです。  
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＜＜PLAY WORK info＞＞ 

PLAY WORK は、2010 年 9 月 28 日（火）～30 日（木）、EBIS 303 にて行われる繊研新聞社主催のア

パレル・ファッション展示会「PLUG IN-September」に出展致します。商品の受注はもちろん、フォトグラ

ファーLeslie Kee 氏が撮り下ろしたヴィジュアルもご覧いただけます。 
PLUG IN WEB サイト ： http://www.senken-ex.com/plugin/ 

“真”のあるカラーである黒を基調とし、軽さと柔軟性を兼ね備え、通気

性も良い、まるで空気をまとっているかのようなデニム「AIRIZER 

DENIM」素材を使用。日常着としてもかっこいい、シンプルでペーシッ

クなデザインです。背面には「POWER of LIFE」「PLAY WORK」のダ

ブルネームロゴを、内面には「生命の尊さ」をテーマにした英文テキスト

をプリントしています。 

【価格】￥23,000（税込） ※1 月から一般販売開始予定 

アーティスト、ミュージシャン、アスリートの生命力溢れる「POWER of LIFE」写真展を開催 

「POWER of LIFE×PLAY WORK」コラボレーションを記念してプレミアムパーティを開催 

黒を基調とし、軽くて通気性が良い AIRIZER DENIM を使用したベーシックなデザインの 
つなぎ～ALL IN ONE BLACK～ 

POWER of LIFE × PLAY WORK 3 つのスペシャルコラボレーション 

コラボレーション商品“ALL IN ONE BLACK（つなぎ）”の発表を記念

して、「POWER of LIFE」に賛同するアーティスト、ミュージシャン、アス

リートが生命力の素晴らしさをテーマに自らが被写体となった写真をは

じめ、その素晴らしさを伝える数々の写真を、10 月 10 日（日）～ 10

月 31 日（日）、代々木公園に隣接するエリアにある「WIRED 

CAFE<>FIT」のスタジオにて展示致します。 

【会場】 WIRED CAFE<>FIT  http://www.wiredfit.jp 

上記写真展初日である 10月 10日（日）に、「POWER of LIFE」発起人 ATSUSHI 氏（Dragon Ash）

と、「POWER of LIFE」に賛同するアーティストやミュージシャンによるスペシャルライブをはじめ、元

日本代表バレーボール選手・落合真理氏とビーチバレーボール選手・浦田聖子氏がお勧めする“身体

をキレイに創るメニュー”をお楽しみいただける、一夜限りのプレミアムパーティを開催致します。また、

同パーティがコラボレーション商品“ALL IN ONE BLACK（つなぎ）”のお披露目となります。 

※このイベントは招待制となっております。尚、一般チケットは 30 名限定で販売致します。 
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ブ ラ ン ド 名  ：   PLAY WORK（プレイワーク） 

ブランドスタート  ：   2010 年 7 月 21 日（水） 

プ レ ス ル ー ム  ：   〒150-0041 東京都渋谷区神南 2-1-1 （「WIRED CAFE<>FIT」内） 

U R L  ：    http://playwork.tv/ 

 

 
会  社  名：     カフェ・カンパニー株式会社  

代  表  者：     代表取締役社長 楠本 修二郎  

設 立 年 月：     2001 年 6 月 

所  在  地：     〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-11-1 COI 西青山ビル 7F 

連  絡  先：     TEL 03-5778-0477  ／  FAX  03-5778-0478 

事 業 内 容：     直営店事業、都市・商業企画プロデュース事業、設計・業態開発プロデュース事業、 

コミュニティチェーン事業、プロモーション事業 

■店舗一覧 

PUBLIC HOUSE／SUS-Shibuya Universal Society- ＜RESPEKT・COOKCOOP・SECO＞／A971／246CAFE<>BOOK＜CAFE246・BOOK246＞ 

【Planet3rd】高円寺店 ／心斎橋店 ／PLANET 3rd TOKYO（丸の内） 

【WIRED CAFE】渋谷 QFRONT 店 ／ WIRED CAFE 360°（原宿）／新宿ルミネ店 ／新宿三越 ALCOTT 店／アトレヴィ五反田店 

WIRED CAFE NEWS 日本橋三井タワー店／フレンテ明大前店／ルミネ立川店／アトレ上野店／ルミネ北千住店／ 

横浜相鉄ジョイナス店／ラゾーナ川崎店／川崎 BE店／大宮ルミネ店／梅田 NU chayamachi 店／宇都宮パルコ店／アトレ吉祥寺店 

【WIRED CAFE Dining Lounge】六本木ヒルズ店 ／ウィング高輪店 

【WIRED KITCHEN】南町田グランベリーモール店／wired kitchen 浦和パルコ店／【WIRED CAFE EXPRESS】阿倍野橋店  

WIRED CAFE<>FIT 

Tokyo People's Cafe 駒沢店／OCEANS BURGER INN ららぽーと豊洲店／OCEANS TABLE ルミネエスト新宿店／ 

【COOKCOOP CAFE】新宿マルイ本館店／川崎 BE店 

【食堂居酒屋 どいちゃん】本店（吉祥寺）／丸の内店／どいちゃん茶家 大崎 ThinkPark 店 

IYEMON SALON KYOTO／海山レストラン ボーノ／CENT QUATRE VINGTS／みのりカフェ／みのる食堂 

 

■本件に関するお問い合わせ先 

会 社 名：カフェ・カンパニー株式会社 

所 在 地： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-11-1 COI 西青山ビル 7F 

WEB サイト： http://www.cafecompany.co.jp 

電 話 番 号： 03-5778-0470  ／  Ｆ Ａ Ｘ 番 号： 03-5778-0475            

担 当 者： PLAY WORK プレス担当 平子雄一郎 info@playwork.tv  

カフェ・カンパニー PR 担当 加藤菜緒 nkato@cafecompany.co.jp 

ブランド概要 

会社概要 


