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DESCENTEとは、フランス語で「滑降」の意味。

スピリットマークは、スキーの基本技術である

直滑降、斜滑降、横滑りを表現しています。

つねに最もすぐれたものに目を向け、

時代の要求を先取りし、積極的に製品化していく

果敢なデサントスピリットのシンボルです。

Descente is the French term for downhill skiing.

The logo represents the three basic skiing

techniques of schussing, traversing and sliding.

It embodies our quest to be the best in all we do and

our focus on the future.
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世界最高峰のパフォーマンスは
モノ創りを極める手から生まれる
世界最高峰のパフォーマンスは
モノ創りを極める手から生まれる

Skilled hands and excellent craftsmanship

ensure world class performance.

選手が頂点を極めるためのウエアは、先端技術と手作業の融合で一着ずつ心をこめて縫製されている（デサントアパレル株式会社 西都工場にて）
High performance sportswear - using advanced garment technology and skilled craftsmanship. （Saito Factory, DESCENTE APPAREL LTD.）



新しいデサントが始動します

すべての人々に、スポーツを遊ぶ楽しさを
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スポーツを通して人々の身体と心を豊かにし、健全なライフスタイルを創造すること。そのためにすべてのスポーツシーンにおける時

代の最適を具現化し、そして次代の可能性を追求し続ける姿勢を表す言葉です。

柔軟な発想と最先端技術と機能を集結させた「デザイン」で、アスリートの限界への挑戦やスポーツを愛するすべての人々の熱き想

いにアシストし、たくさんの感動と希望を創出していきます。

輝かしい未来と洗練されたシャープで上質なイメージを意味する「シルバー」をメッセージカラーとして表現しています。

The slogan encapsulates DESCENTE's commitment to the finest designs for current and future generations of sportsmen and women, promoting 
healthy lifestyles and enriching body and soul. 
Flexible and creative designs, backed by cutting-edge technology, help athletes to challenge their performance limits, and allow all sports 
enthusiasts to share in the passion. 
The silver color conveys an image of clean, sharp sophistication-symbolizing a brightly shining future.

創業の精神  SPIRIT OF DESCENTE

企業理念  Corporate Philosophy

企業スローガン  Corporate Slogan  

創造  /  C r e a t i o n
豊かな発想力は、いつの時代でも発展の原動力である。 センスを磨き、日々の仕事に明確な判断を下せる力を養え。
A rich imagination is the driving force of creativity in any age ‒ honing the senses helps to develop the power to make the right everyday business decisions.

挑戦  /  Ch a l l e n g e
変化の時にこそ、チャンスがある。 新しいものを創り出す仕事なら失敗も覚悟のうちに入れよ。
In times of change there are always opportunities, which must be taken. There are no failures ‒ simply missteps on the road to success.

誠実  /  I n t e g r i t y
信頼するものには徹底して任せる。 人の誠意に対しては、人の誠意で応えよ。
Give responsibility to those who can be trusted with it and reward sincerity with sincerity.

調和  /  Ha rmon y
人間が人間を知って初めて商売は成り立つ。 力を集めて前向きに“協走“せよ。
In business, understanding the human psyche is fundamental. Harnessing their joint strength is paramount to success.

To bring the enjoyment of sports to all

株式会社デサントをグローバル本社とする新体制がスタートしました。

創業以来、当社が大切にしてきた

「創造」「挑戦」「誠実」「調和」の精神を胸に

世界の人々の日常を彩る付加価値の高いブランドを展開する

グローバルスポーツカンパニーを目指して

グループ一丸となってチャレンジしていきます。

DESCENTE has launched a new Group structure, with DESCENTE Ltd.
as our global headquarters. As we continue to develop global brands that offers 
high added value and enhances the everyday lives of people around the world, 
we remain faithful to our founding spirit of Creation, Challenge, 
Integrity and Harmony. Together as a Group, we are taking on the challenge of 
becoming a truly global sports company. 

代表取締役社長 President

M a s a t o s h i   I s h i m o t o

A new DESCENTE begins.



取扱ブランド紹介
コーポレートブランドである『デサント』をはじめ、野球、サッカー、水泳、ゴルフなど様々な競技に根ざした15の
ブランドを展開し、トップアスリートからスポーツを楽しむ人々まで、幅広いスポーツシーンをサポートしています。Brand Lineup
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トップアスリートとの共同開発に基づいて、常に斬新な発想で今までにない「モノ創り」を目指し、
機能美を追求した高機能、高品質、デザイン性に優れたスポーツウエアを世界に提案します。
In collaboration with top athletes DESCENTE gives them, and the world, high-quality, superbly designed and functionally 
beautiful high-performance sportswear ‒ in our constant quest for innovative craftsmanship.

1882年、フランス生まれのスポーツブランド。エスプリの効いたファッション性と、スポーツを楽しむ
ための快適な機能性にこだわっています。
A sportswear brand created in France in 1882, for the joy of sports featuring refined fashion and comfortable functionality.

スイミングをコアとした、フランス生まれのスポーツブラン
ドです。ウォータースポーツを愛する全ての人々をサポー
トします。
A French sports brand focusing on swimming, arena supports all 
those who love water-sports.

世界初のゴルフウエアとしてアメリカで登場したペンギンマークを
シンボルとしたブランド。ゴルフを愛し、洗練されたライフスタイル
を求める大人の為のゴルフウエアを提案します。

This is the first international golfwear brand originating in the United States with the 
distinctive penguin logo. Munsingwear offers adult-oriented products for everyone 
who loves golf and seeks a sophisticated lifestyle.

DESCENTE LTD.’s 15 brands, including the house brand "DESCENTE", offer high-performance sporting goods for a range of sports including baseball, 
football, swimming, and golf for everyone from top athletes to recreational and leisure enthusiasts.

デサント
DESCENTE

アリーナ
arena

ルコックスポルティフ
le coq sportif

アンブロ
umbro

北海道日本ハムファイターズ
大谷翔平 選手

ブランドアンバサダー
中田英寿 氏

イ ボミ プロ Cycling，Tennis，Training，Lifestyle, Golf

取扱ジャンル ： 
サイクリング、テニス、トレーニング、
ライフスタイル、ゴルフ

1924年にイングランドで誕生し、高品質・高機能な商品で世界中
の強豪チーム・選手をサポートするフットボールブランドです。

A football brand born in England in 1924. It supports leading teams and players all 
over the world with products of the highest quality and performance.

Football, Futsal

取扱ジャンル ： フットボール、フットサル

Swimming，Fitness

取扱ジャンル ： スイム、フィットネス

Golf

取扱ジャンル ： ゴルフ

プロテニスプレイヤー
綿貫陽介 選手

©GAMBA OSAKA

Baseball, Volleyball, Track and Field, Training, Running, Golf, Ski

取扱ジャンル ： 野球、バレー、陸上競技、トレーニング、ランニング、ゴルフ、スキー

瀬戸大也 選手

ガンバ大阪
遠藤保仁 選手

マンシングウェア
Munsingwear

Innerwear, Yoga wear

取扱ジャンル ： インナーウエア、ヨガウエア

シセイスト  shiseist
スポーツウエアの開発で培われた技術を活かし、
「姿勢を意識する」という視点で日常生活から
美と健康を応援するブランドです。

Utilizing sophisticated sportswear technology, shiseist 
helps users maintain health and beauty in their everyday 
lives from the perspective of awareness of good posture.

Trail running，Road running，Performance training

取扱ジャンル ： トレイルランニング、
ロードランニング、パフォーマンストレーニング

イノヴェイト  inov-8
2003年にイギリスで誕生。オフロードをオリジン
とし、ロード、パフォーマンストレーニングなど
様々なシーンであらゆる地形に対応できるグリッ
プ性を持ったシューズを提案します。

The shoe brand, born in the U.K. in 2003, features all-terrain 
footwear with superior grip. Originating with trail running and 
now available for off-road, road, and performance training.   

Compression wear

取扱ジャンル ： コンプレッションウエア

スキンズ  SKINS
スキンズ独自の動的段階的着圧を特徴とし、パ
フォーマンスとリカバリーの機能が選べるコンプ
レッションウエアのブランドです。

SKINS clothing, with its original dynamic gradient 
compression technology, is the world’s most advanced 
range of sports compression wear for performance and 
recovery.
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アジア Asia
日本
Japan

欧州
Europe

米州
Nth. &

Sth. America

シューズ取扱
ブランド
Shoes

ゴルフ
Golf

スキー
Ski

韓国
South Korea

中国
China

香港
Hong Kong

マカオ
Macau

台湾
Taiwan

シンガポール
Singapore

マレーシア
Malaysia

インドネシア
Indonesia

その他
Other Areas

Brand Lineup
展開エリア（2017年4月1日現在）
Brand Lineup & Areas (As of April 1, 2017)

取扱ジャンル ： ゴルフ

スリクソン  SRIXON
卓越した独自技術を全てのゴルファーに惜しみ
なく捧げ、パフォーマンスを最大化するブランド
です。

SRIXON dedicates its unique and advanced technologies to 
all golfers and maximizes performance.

Fitness

取扱ジャンル ： フィットネス

アヴィア  AVIA
高い機能性とデザイン性を提供するスポーツ
シューズブランドで、1979年にアメリカで誕生し
ました。

AVIA is a sports shoe brand originally launched in the 
United States in 1979, which provides the best in both 
performance and design.

取扱ジャンル ： ダンスエクササイズ、スタジオ

ライカ  ryka　
女性専用のパフォーマンスフットウエアブランド
で、1988年のアメリカ生まれです。

This women's performance footwear brand was born in the 
United States in 1988.

Dance exercise, Studio

取扱ジャンル ： アウトドア

マーモット  Marmot
トップクライマーから絶対的な信頼を得る、高機
能で高感度な、アメリカ生まれの本格的アウトド
アブランドです。

This full-fledged outdoor brand from the United States has 
built a solid level of trust among top mountain climbers 
based on its superior performance and sense.

GolfOutdoor

取扱ジャンル ： ゴルフ

ランバン スポール  LANVIN SPORT
パリ発のファッション性とスポーティーさを兼ね
備え、プレイゴルフを核として、タウンやトラベル
シーンなどでもエレガントなスポーツライフを提
案するゴルフブランドです。

This brand fuses Paris fashion sense with sporty styling. 
While centering on the golf course, LANVIN SPORT products 
provide a level of elegance suitable for town and travel.

取扱ジャンル ： ゴルフ

カッターアンドバック  CUTTER & BUCK
挑戦し続けるシリアスゴルファーに向けた、機能
性・快適性を併せ持つ、アメリカンスタイルのゴ
ルフブランドです。

This American-style golf apparel brand caters to the serious 
golfer who is always looking to take on new challenges. 
CUTTER & BUCK combines the best in functionality and 
comfort.

Tennis, BadmintonGolf

Golf

取扱ジャンル ： テニス、バドミントン

バボラ  Babolat
1875年にフランスで生まれた、あらゆるテニス
プレーヤーをサポートする高品質・高機能・高感
性の本格的テニスブランドです。

Originating in France in 1875, Babolat is a genuine tennis 
brand providing superior quality, functionality and style for 
all tennis players.

photograph by Zach Doleac
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デサントの歴史
1935年の創業以来、複数のブランド展開により様々な競技シーンに根ざした商品開発を進めてきました。
わたしたちは、これからもより多くの人々にスポーツを遊ぶ楽しさを提供していきます。History of DESCENTE
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2000年（平成12年）9月 ／ September 2000
女子プロゴルフトーナメント
「マンシングウェアレディース東海クラシック」を開催（以降毎年開催）
The JLPGA , “Munsingwear Ladies Tokai Classic” golf tournament was launched.
(has been held every year since 2000)

2005年（平成17年）5月 ／ May 2005
介護予防サービス事業を目的とした「デサントヘルスマネジメント研究所」設置
“Descente Health Management Research Center”, specializing in providing preventive care 
services, was established.

2006年（平成18年）8月 ／ August 2006
子ども達にスポーツの楽しさを伝える「すこやかキッズスポーツ塾」を開催（以降毎年開催）
The first annual  “Sports School for Healthy Kids” was held, with the aim of educating children 
about the pleasure of sports. (has been held every year since 2006)

2012年（平成24年）3月 ／ March 2012
大阪市・天王寺区に大阪オフィス新社屋を竣工
Construction of the new Osaka Office building, located in Tennoji-ku, Osaka City, was 
completed.

2012年（平成24年） ／ 2012
『スキンズ』の展開を開始（同年、日本およびアジアにおける商標権取得）
The “SKINS” brand was launched in Japan. (Trademark rights for Japan and other Asian 
countries obtained in 2012)

2015年（平成27年）7月／ July 2015
純正の日本製の証し「J∞QUALITY」企業認証取得
DESCENTE LTD. was awarded the J∞QUALITY certification for products made in Japan.

2015年（平成27年）8月／ August 2015
イノヴェイトグループを子会社化
Acquired the inov-8 Group.

2016年（平成28年）4月／April 2016
デサントチャイナ有限公司 設立
DESCENTE (CHINA) CO., LTD. was established.

2016年（平成28年）9月／September 2016
デサントジャパン株式会社 設立
DESCENTE JAPAN LTD. was established.

2016年（平成28年）12月／December 2016
アリーナ上海実業有限公司 設立
ARENA (SHANGHAI) INDUSTRIAL CO., LTD. was established.

2017年（平成29年）4月／April 2017　
株式会社デサントをグローバル本社とする新体制スタート
A new Group structure was launched, with DESCENTE LTD. as the global headquarters.

1935年（昭和10年）2月 ／ February 1935
創業者石本他家男、デサントの前身である「石本商店」創業
“Ishimoto Shoten”, the predecessor of DESCENTE, 
was founded by Takeo Ishimoto.

1957年（昭和32年） ／ 1957
『デサント』ブランドの展開開始
The brand “DESCENTE” was launched.

1964年（昭和39年） ／ 1964
『マンシングウェア』の展開を開始
（1984年、日本およびアジアにおける商標権取得）
The “Munsingwear” brand was launched.
(Trademark rights for Japan and other Asian countries obtained in 1984)

1958年（昭和33年）2月 ／ February 1958
スポーツウエアの製造販売を主たる目的として
「株式会社石本商店」に改組
The company was reorganized to “Ishimoto Shoten Co., Ltd.” specializing 
in the manufacture and sales of sportswear.

1977年（昭和52年） ／ 1977
『アリーナ』の展開を開始
（1990年、日本およびアジアにおける商標権取得）
The “arena” brand was launched. (Trademark rights for Japan and other 
Asian countries obtained in 1990)

1978年（昭和53年）9月 ／ September 1978
初の冠大会「第1回8ヶ国陸上競技大会・デサント陸上」開催
The 1st DESCENTE Athletics Eight Nation Track & Field Championship, 
the first sports competition to be sponsored by DESCENTE, was held.

1979年（昭和54年）4月 ／ April 1979
財団法人 石本記念デサントスポーツ科学振興財団設立
“THE DESCENTE AND ISHIMOTO MEMORIAL FOUNDATION FOR THE 
PROMOTION OF SPORTS SCIENCE” was established.

1980年（昭和55年） ／ 1980
『ルコックスポルティフ』の展開を開始
（1990年、日本およびアジアにおける商標権取得）
The “le coq sportif” brand was launched in Japan. 
(Trademark rights for Japan and other Asian countries obtained in 1990) 

1980年（昭和55年）3月 ／ March 1980
東京証券取引所第一部に上場
The company was listed on the first section of the Tokyo Stock Exchange.

1985年（昭和60年）3月 ／ March 1985
「科学万博ーつくば’85」の健康・スポーツ館に出展
The company had a pavilion based on the theme of “Health & Sports” at 
the International Exposition, Tsukuba, Japan, 1985.

1961年（昭和36年）9月 ／ September 1961
「株式会社デサント」に社名変更
The company changed its name to DESCENTE LTD.

1992年（平成4年）4月 ／ April 1992
男子プロゴルフトーナメント
「第1回デサントクラシックマンシングウェアカップ」開催（2008年終了）
The JPGA “1st Descente Classic Munsingwear Cup” golf tournament, was launched. (ended in 2008)

1998年（平成10年）1月 ／ January 1998
東京都・豊島区に東京オフィス新社屋を竣工
Construction of the new Tokyo Office building, located in Toshima-ku, Tokyo, was completed.

1999年（平成11年） ／ 1999
『アンブロ』の展開を開始（同年、日本において、2013年韓国において商標権取得）
The “umbro” brand was launched in Japan.
(Trade mark right for Japan obtained in 1999, for South Korea in 2013) 

クリーム色の野球ユニフォーム 
綿布に防縮加工を施し、ウールタッチに仕上げ
たクリーム色の野球ユニフォームやトレーニン
グパンツなどの開発に成功。折からの野球ブー
ムに乗り、ヒット商品となった。

1953 ： Cream-Colored Baseball Uniforms 
DESCENTE successfully developed cream-colored 
baseball uniforms and training pants made from 
pre-shrunk cotton fabric with a wool-like finish. 
Capitalizing on a baseball boom,
 these items became hit products.

1953年（昭和28年） 
ダウンヒルスーツ
スキーのワールドカップで、『デサント』のダウン
ヒルスーツが何度も表彰台を飾り、選手たちか
ら2秒速い“魔法のスーツ”と呼ばれセンセー
ションを巻き起こす。空気抵抗を極限まで減ら
した平滑な生地表面や立体裁断の導入が、“魔
法のスーツ”を生んだ。

1979 ： Downhill Suit
During the FIS Alpine Ski World Cup season, DESCENTE’s 
“magic” downhill suit dominated the winners’ podium. 
The suit reduced air resistance to the lowest acceptable 
limits and caused a sensation by shaving up to two 
seconds off the winners’ times.

1979年（昭和54年） 
平地騎手用保護ベスト 
JRA（日本中央競馬会）と「平地騎手用保護ベ
スト」を共同開発。スポーツウエア開発技術を
活かし、メッシュ素材で軽量かつ通気性に優
れ、落馬時の衝撃を吸収するベストを開発。

1999 ： Protective Vest for Flat Racing Jockeys
Developed for flat racing jockeys in collaboration with 
the Japan Racing Association (JRA), this product 
provides protection during a fall through shock 
absorption and at the same time is ultra light and cool 
with the use of a new 3D honeycomb mesh material.

1999年（平成11年） 
エール・ブルー
カワセミをヒントにした水着「エール・ブルー」
を『アリーナ』より発表。自然界の生物の巧みな
機能をものづくりに活かす「バイオミメティク
ス」をもとに開発。アテネオリンピック女子
800m自由形で柴田亜衣選手が着用し、金メ
ダルを獲得。

2004 ： Aile Bleue
Aile Bleue swimwear was launched by 
arena. The design applies 
“biomimetics” to manufacturing to 
achieve smart performance based on 
principles derived from nature. At the 
2004 Athens Olympics, Ai Shibata 
won gold in the 800m women’s 
freestyle wearing Aile Bleue.

2004年（平成16年） 
水沢ダウン
熱圧着による加工技術（ノンキルト加工）による
ダウンジャケットを開発。ダウン抜け防止の新
仕様（縫製と熱圧着）とともに、防水・透湿機能
に優れた素材を用いウエア内の快適性を保
持。生産工場である水沢工場（岩手県奥州市
［旧・水沢市］）より命名。

2008年（平成20年） 
トライアスロンスーツ
スイム・バイク・ランの異なる3種目を1着のウエア
で競うトライアスロン。各種目で適切な姿勢をサ
ポートする体幹保持機能を持たせたウエアを、メダ
リストを擁する強豪スイス・ナショナルチームにサ
プライ。リオデジャネイロオリンピックではニコラ・
スピリグ選手が着用し銀メダルを獲得。速さと快適
性を追求し、高度な技術と細やかな対応が求めら
れるウエアは国内の自社工場で製作している。

2016年（平成28年） 

1953年（昭和28年）の野球ユニフォームの商標
A registered trademark for baseball uniforms in 1953

Since our founding in 1935, DESCENTE has continuously developed high performance products across multiple brands for a wide variety of 
competitive sports. We will continue in our efforts to bring the enjoyment of sports to even more people than ever before. 
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2008 ： Mizusawa Down
A down jacket line based on a non-quilting 
manufacturing process. The product uses materials that 
achieve superior water resistance 
and moisture permeability, 
thereby providing a high 
level of wearer comfort.

2016 ： Triathlon Suit
In triathlon, athletes wear a single suit for swimming, 
cycling and running. DESCENTE works with the 
multi-medal winning Swiss National triathlon team, a 
powerhouse in this event, to supply one suit that can 
provide the ideal core support 
functions necessary for these three 
varying disciplines. Nicola Spirig, a 
member of the Swiss team, won 
Silver at the Olympics in Rio 
de Janeiro wearing this suit. 
The racing suits, which aim 
to achieve both speed and 
comfort, utilize the latest 
technology and are 
manufactured in our own 
factory in Japan. 
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私達が考えるCSRとは、変化する社会の要求に対して、
事業を通じて果たすべき役割の事です。

デサントグループは、企業理念に基づき、スポーツを通じて人々の身体と心を豊かにし、
健全なライフスタイルの創造に貢献します。
To contribute to the physical and emotional well-being of 
people by supporting sports and promoting healthy lifestyles.

デサントグループは、経済・社会および環境との関わりの中で求められる期待に、
事業活動を通じて応えることによって、社会とともに持続的な相乗発展を目指します。
To engage in activities that benefit the community economically, socially and environmentally.

デサントグループは、「デサント倫理綱領」に基づき、国内外において人権を尊重し、
関連法令および国際ルールを順守しつつ、高い倫理観と向上心を持って行動します。
In line with our Code of Ethics, to respect human rights in Japan and elsewhere, 
comply with all local, national and international laws and regulations, and act ethically and with high integrity.

C S R基本方針 CSR Policy

To DESCENTE, CSR is a set of principles that form the foundation of all Group activities 
and ensure that we contribute to the well-being of both local communities and society at large.

1

2

3

地域社会との
かかわり
Our Relationship 

With
the Community

誠実な
企業活動
Doing Business
in Good Faith

公正な
事業慣行

Fair Business
Practices

お客様との
かかわり
Our Relationship 

With
Our Customers

従業員との
かかわり

Our Relationship 
With

Our Employees

人権の尊重

Respect for
Human Rights

環境との
調和

One with the
Environment

株式会社デサント
1935年（昭和10年）2月

1958年（昭和33年）2月

石本  雅敏

38億4620万円

1,357億円[2016年3月期連結ベース]

連結：1,992名　単体：839名（2016年 3月31日現在）

スポーツウエアの製造と販売

東京オフィス
〒171-8580 東京都豊島区目白1-4-8　

TEL.（03）5979-6006

大阪オフィス
〒543-8921 大阪府大阪市天王寺区堂ヶ芝1-11-3　

TEL.（06）6774-0365 

香港支店
中国 香港

香港迪桑特貿易有限公司内（オフィス内）

社　　　　　名
創　　　　　業
設　　　　　立
代表取締役社長
資　　本　　金
年　　　　　商
従　業　員　数
事　業　内　容
拠　　　　　点

DESCENTE LTD.
February 1935

February 1958

Masatoshi Ishimoto

¥3.8 billion

¥135.7 billion（FY ended March 2016, Consolidated）

Consolidated 1,992 / Non-consolidated 839（As of March 31, 2016）

Manufacture and sales of sportswear

Tokyo Office
   1-4-8 Mejiro, Toshima-ku, Tokyo  171-8580

   TEL. +81-3-5979-6006

Osaka Office
   1-11-3 Dogashiba, Tennoji-ku, Osaka  543-8921

   TEL. +81-6-6774-0365

Hong Kong Branch Office
   Hong Kong, China

   Co-located with HONG KONG DESCENTE TRADING, LTD

Name
Founded
Incorporated
President
Capital
Turnover
Employees
Business
Base

デサントジャパン株式会社
2016年 9月
スポーツウエアの製造と販売
東京オフィス
〒171-8580 東京都豊島区目白1-4-8
TEL.（03）5979-6060
大阪オフィス
〒543-8921 大阪府大阪市天王寺区堂ヶ芝1-11-3　
TEL.（06）6774-0365 
札幌、仙台、名古屋、広島、福岡

社　　　　　名
設　　　　　立
事　業　内　容
拠　　　　　点

営　　業　　所

DESCENTE JAPAN LTD.
September 2016
Manufacture and sales of sportswear
Tokyo Office
1-4-8 Mejiro, Toshima-ku, Tokyo 171-8580
TEL. +81-3-5979-6060
Osaka Office
1-11-3 Dogashiba, Tennoji-ku, Osaka 543-8921
TEL. +81-6-6774-0365
Sapporo, Sendai, Nagoya, Hiroshima, Fukuoka

Name
Incorporated
Business
Base

Branch

主な関係会社（国内） Commercial Subsidiary Companies（Japan）

米州 Nth. & Sth. America

アジア Asia

日本 Japan

欧州 Europe

デサントグループについて（2017年4月1日現在）
DESCENTE Group (As of April 1, 2017)

デサントのCSR
CSR at DESCENTE

販売スタッフのスキルアップを目指した
「全国SCロールプレイング大会」

National Role-Playing Championship to improve
the skills of retail sales staff

製品の仕上げから梱包作業までを
第三者機関が監査（ベトナムの縫製工場）

An independent organization supervises 
all processes from product finishing 
to packaging ( Sewing factory in Vietnam)

西都工場に太陽光発電システムを導入
（デサントアパレル株式会社）

A solar power generation system has been 
installed at the Saito Factory 
(DESCENTE APPAREL LTD.)

C S R
活動概要
Overview of
Activit ies

すこやかキッズスポーツ塾  東北支援

Providing support to the Tohoku region 
through the Sports School for Healthy Kids
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岩手県奥州市
TEL. (0197) 46-2313
Oshu, Iwate
TEL. +81-197-46-2313

長年培ったスキーウエア等の重衣料製造の
ノウハウを活かし、「水沢ダウン」をはじめ多
工程の縫製に強みがあります。パターン設計
やサンプル作製も行っています。
Long-term expertise in ski suit and other outerwear 
production can be seen now in the manufacture of 
Mizusawa down jackets utilising the unique sewing 
processes developed here. Pattern design and sample 
production are also undertaken here.

主に野球関係のウエアを取り扱い、プロ選
手、社会人選手からも信頼される高品質な
製品を手がけています。
This factory focusses on the production of high-quality 
baseball clothing worn by both professional and amateur 
players.

ランニングアイテムや水着など幅広い製品の
納期、生産ロットに柔軟に対応できるのが特
徴です。パターン設計やサンプル作製も行っ
ています。
This factory can handle flexible delivery schedules and 
varying production lots for a range of products  from track 
and field to swimming. Pattern design and sample 
production are also done here.

サッカーJリーグのチームユニフォームや
特殊縫製技術（接着技術）を活かしたトップ
選手用水着などを製造しています。
Specialising in Japan Professional Football League team 
uniforms. It also produces swimwear designed for elite 
swimmers, applying special sewing (adhesion) technologies.

水沢工場　Mizusawa Factory 村岡工場　Muraoka Factory

兵庫県美方郡香美町
TEL. (0796) 98-1211
Kami-cho, Mikata-gun, Hyogo
TEL. +81-796-98-1211

奈良県吉野郡
TEL. (0747) 52-3940
Yoshino-gun, Nara
TEL. +81-747-52-3940

吉野工場　Yoshino Factory 西都工場　Saito Factory

宮崎県西都市
TEL. (0983) 44-5241
Saito, Miyazaki
TEL. +81-983-44-5241

水沢ダウンジャケット
「ストーム」

アクアフォース ライトニング
旭化成陸上競技部
ユニフォーム

Mizusawa Down Jacket "storm"

オリックス・バファローズ
ユニフォーム

Orix Buffaloes uniform

Asahi Kasei Track & Field Club uniform Aquaforce Lightning

デサントアパレル株式会社
1999年1月
スポーツウエアの製造
〒543-8921 大阪府大阪市天王寺区堂ヶ芝1-11-3　
TEL. （06）6774-0356

社　　名
設　　立
事業内容
本　　社

DESCENTE APPAREL LTD.
January 1999
Manufacture of sportswear
1-11-3 Dogashiba, Tennoji-ku, Osaka 543-8921
 TEL. +81-6-6774-0356

Name
Incorporated
Business
Head Office

DESCENTE KOREA LTD.
2000年1月
スポーツウエアの販売
韓国 ソウル

社　　名
設　　立
事業内容
本　　社

DESCENTE KOREA LTD.
January 2000
Sales of sportswear 
Seoul, South Korea

Name
Incorporated
Business
Head Office

DESCENTE GLOBAL RETAIL LTD.
2015年1月
スポーツウエアの販売
韓国 ソウル

社　　名
設　　立
事業内容
本　　社

DESCENTE GLOBAL RETAIL LTD.
January 2015
Sales of sportswear 
Seoul, South Korea

Name
Incorporated
Business
Head Office

SINGAPORE DESCENTE PTE. LTD.
2010年12月
スポーツウエアの販売
シンガポール

社　　名
設　　立
事業内容
本　　社

SINGAPORE DESCENTE PTE. LTD.
December 2010
Sales of sportswear 
Singapore

Name
Incorporated
Business
Head Office

DESCENTE NORTH AMERICA INC.
1982年8月
スポーツウエアの販売
米国 ユタ州

社　　名
資 本 金
事業内容
本　　社

DESCENTE NORTH AMERICA INC.
August 1982
Sales of sportswear 
Utah, United States

Name
Incorporated
Business
Head Office

香港デサント貿易有限公司
2003年11月
スポーツウエアの販売
中国 香港

社　　名
設　　立
事業内容
本　　社

HONG KONG DESCENTE TRADING, LTD.
November 2003　
Sales of sportswear
Hong Kong, China

Name
Incorporated
Business
Head Office

INOVEIGHT LTD.
2001年4月（2015年8月子会社化）
スポーツ用品の販売
英国 カンブリア州

社　　名
設　　立
事業内容
本　　社

INOVEIGHT LTD.
April 2001 （August, 2015 subsidization）
Sales of sporting goods
Cumbria, England

Name
Incorporated
Business
Head Office

デサントチャイナ有限公司
2016年7月
スポーツウエアの販売
中国 上海

社　　名
設　　立
事業内容
本　　社

DESCENTE （CHINA）CO., LTD.
July 2016
Sales of sportswear
Shanghai, China

Name
Incorporated
Business
Head Office

寧波ルコック服飾有限公司
2004年2月
スポーツウエアの販売
中国 寧波

持分法適用関連会社 Affiliated Companies Accounted for under the Equity Method

主な関係会社（海外） Commercial Subsidiary Companies（Overseas）

社　　名
設　　立
事業内容
本　　社

LE COQ SPORTIF (NINGBO) CO., LTD.
February 2004
Sales of sportswear 
Ningbo, China

Name
Incorporated
Business
Head Office

ベンゼネラル株式会社
1950年12月
スポーツ用品の販売
〒578-0956 大阪府東大阪市横枕西6-10
TEL. （072）935-1000

社　　名
設　　立
事業内容
本　　社

BEN-GENERAL CORPORATION
December 1950
Sale of sporting goods
6-10 Yokomakuranishi, Higashi Osaka, Osaka 578-0956
TEL. +81-72-935-1000

Name
Incorporated
Business
Head Office

上海デサント商業有限公司
2005年8月
スポーツウエアの販売
中国 上海

社　　名
設　　立
事業内容
本　　社

SHANGHAI DESCENTE COMMERCIAL CO.,LTD.
August 2005
Sales of sportswear and related articles
Shanghai, China

Name
Incorporated
Business
Head Office

北京デサント有限公司
1994年12月
スポーツウエアの製造
中国 北京

社　　名
設　　立
事業内容
本　　社

BEIJING DESCENTE CO., LTD.
December 1994
Manufacture of sportswear
Beijing, China

Name
Incorporated
Business
Head Office

アリーナ上海実業有限公司
2016年12月
スポーツウエアの販売
中国 上海

社　　名
設　　立
事業内容
本　　社

ARENA （SHANGHAI) INDUSTRIAL CO., LTD.
December 2016
Sales of sportswear 
Shanghai, China

Name
Incorporated
Business
Head Office

DESCENTE Group




