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ブランド紹介

品牌介紹 BRAND

AIRMAX系列誕生
AIR7系列誕生
創業
開發世界第一款彈性萊卡布 世界第一款特殊編織彈力 世界第一款運用醫療級
輕薄布料束胸
網布束胸
料束胸
Developed the world’s first
ever Lycra chest binder.

Launched AIR7 series
pioneer in using mesh
fabric on chest binder.

AIRMAX series was
developed – first ever
chest binder made by
medical fabric.

AIR7シリーズ誕生、世界初 AIRMAXシリーズ誕生世
創業
界初医療級軽薄生地チ
世界初伸縮性ライクラ生地使 特殊織り伸縮性メッシュ
ェストバインダー
用チェストバインダーを開発 地チェストバインダー

2001

2003

2006

2009

2011

開發熱銷款TANK外穿束胸
台中一中直營店開幕
積極投入婚姻平權及支持同志婚姻
立法推動
Set up Taichung store.
Support in legalizing same sex
marriage in Taiwan.

人気商品外着TANKチェストバイン
ダーを開発
台中一中街直営店 開店
積極的に婚姻平等権及び同性婚支
持、立法推進

2012

2013
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創立 ASHLEY 女裝品牌
參與贊助世界各大彩虹活動
公開徵選品牌代言人
拓展香港及馬來西亞市場，提供當地配送服務
Established ASHLEY to be our own
womenswear brand.
Open competition for Spokes Person
2015 Mx. Double.
Sponsored LGBT events worldwide.
Set up Hong Kong & Malaysia local
delivery service.
ASHLEYレディースファッションブランドを創立
世界各地レインボーパレードへの参加、
賛助
支持
ブランドイメージキャラクターを選出し公開
香港及びマレーシア市場の開拓発展、
当地の
配送サービスを開始

2014

2015

創立 GENTRY 男裝品牌
開設 DOUBLE 展售旗艦店
投入相關彩虹藝文活動

經典O-NECK與V-NECK系列
全面改版升級
台北西門直營店開幕

推出世界首創革命性 COOLMESH 全網束胸
及15週年紀念版商品
參與贊助國內各大彩虹活動
歡迎美國及日本企業夥伴加入
設立專業成衣工廠

Established DOUBLE DESIGN Co.
Extend developments in creating
various styles of chest binder.

Found GENTRY to be our own
menswear brand.
Taipei flagship store opened.
Sponsored local LGBT events.

Upgraded our classic

Created revolutionary COOLMESH series – the world’s
first chest binder made totally in mesh material.
Launched 15th Anniversary limited edition underwear.
Set up USA & Japan local delivery service.
Found our own professional manufacture factory.

ブランド設立 DOUBLEチェストバインダー
多様な様式アイテムを新開発し発展

GENTRYメンズファッションブ
ランドを創立
DOUBLE旗艦店 開設
レインボー関連文芸活動への参加

O-NECK＆V-NECKシリーズ全
面改良バージョンアップ
台北西門直営店 開店

‧成立DOUBLE束胸品牌
‧發展多款創新式樣

O-Neck & V-Neck series.
Taipei Ximen store opened.

世界初革命的全メッシュチェストバインダー
COOLMESH及び15周年記念商品を発表
国内各地のレインボーパレードへスポンサーとし
て参加、賛助支持
アメリカ及び日本企業仲間を迎え入れる
専門の仕立て自社工場を設立
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台灣網路評鑑 “最舒適的束胸品牌”
絕不將就：品質保證第一名
絕不投機：仿效他牌二手設計
絕不怠惰：售後服務不打折（１０天內提供退換貨/１４天內提供免費維修）

生產製造
生產縫製

Manufacture

使用台灣在地訂單生產專用布
堅持 ：業界最專業的彈性車縫工段
束平度及舒適度之間的完美平衡
台灣在地生產，特別招攬平均２０年車工經驗的媽媽們，除了提供良好工作環
境與機會給二度就業婦女，更希望藉重她們寶貴的車縫技巧，讓每一件商品能
延續台灣成衣業的優良品質。
嚴選通過歐盟品質考驗布料，絕對不會含有毒染劑或不安全紗線成份的疑慮。
最嚴格的品質堅持，最貼近客戶需求的服務，這就是ＤＯＵＢＬＥ。
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Double was voted “The Most Comfort Chest Binder Brand”
via Taiwan online survey.
We Aim To

Produce 100% Made In Taiwan products including fabric materials.
Achieve best fits in pattern design and cutting.
Provide the latest technology in sewing skills.
Succeed in balance between binding effect and comfort.

We Insist To Product quality always comes first.
Respect original design & value our copy rights.
Guarantee good after sale service.
Double believes that quality comes first; we use EU qualified fabrics with
over 20years experience seamstress to manufacture high quality clothes,
in this unique market, we commit to be the best choice for all customers.

台湾ネット評価“最も快適なチェストバインダーブランド”
生地は台湾で発注生産された専用生地です。
最も快適なチェストバインダーブランド
しっかり体にフィットするデザイン設計
最も専門な伸縮性縫い目施工部門設置
絶妙な張力しっかり押さえつけ平らに
品質の良い物を提供、
品質保証のあるこだわりブランド商品
専門的なデザインに生産、
品質の良い胸潰しインナー、
パンツ関連商品、
消費者様
に手に取ってもらう1着1着の商品の材質や様式は心を込めて作り上げた結晶で
あり、
オリジナルで絶対に他の物を模倣したということはありません。
安心気の利くアフターサービス
8日以内返品交換OK；14日以内無料補修サービスを提供。
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TEL：(02) 2731-9733

長安東路2段

105台北市松山區復興北路1號11樓之2
(南京復興5號出口 / 忠孝復興5號出口)
Rm. 2, 11F., No.1, Sec. 1, Fuxing S. Rd.
Songshan Dist.,Taipei City 105

南京復興站5號出口
復興北路

復興店

南京東路

建國北路

FUXING

Open：10:00~21:00 (例假日休息)

星聚點KTV

Taipei Fuxing
台北復興總店

Taipei Ximen
台北西門店
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DOUBLE

2段

八德路

微風廣場

市民大道

Zhongxiao Fuxing Station Exit 5

忠孝東路

忠孝復興站5號出口

Zh 孝
on 復
gx
iao 興
Fu
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g

南

Na 京
nji 復
ng
Fu 興
xin
g

＊Nanjing Fuxing Station Exit 5 or

北門

LGBT Friends

同志友善店家

忠

Beimen

西門

h*ours café

Ximen

LGBTフレンドリーショップ

愛樂絲
LOVE LEZ CAFE

XIMEN
西門店

(西門站6號出口 / 北門站1號出口)
No.12, Sec. 2, Kaifeng St.
Wanhua Dist.,Taipei City 108
＊Ximen Station Exit 6 or
Beimen Station Exit 1

紅樓

國稅局

橡木桶
西門捷運站6號出口
錢櫃

中華路一段
台糖會館

北門捷運站１號出口
市民大道

DOUBLE

108台北市萬華區開封街2段12號

福星國小

TEL：(02) 2361-5170

開封街二段

成都路

Open：14:00~22:00

希望能讓同志們安心的解放自我，放
掉外界眼光舒服的活著，就像一個小
小的烏托邦。

隱身在傳統老社區裡的Love Lez Cafe
愛樂絲，透出的濃濃人情味，伴你度
過愉快的午茶時光。
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中友百貨

公車訊息：
台南火車站前站出口前方之圓環
即公車站牌處，搭程１號，７號
，紅幹線或藍幹線，至林百貨（
中正路）下車，往永福路方向步
行約５分鐘即可到達。

三民路三段

116

益民
商圈
一中街

巷1

2號

錦新街

友 愛 街

永福路二段

中 正 路

DOUBLE

育才北路

國立臺中
第一高級中學

DOUBLE

雙十路二段

西門路二段

台中市體育場

TAICHUNG
台中一中店

Open：14:00~22:00
TEL：(04) 2225-5553
404台中市北區一中街
116巷12號 (一中西門町裡面)

Open：13:00~22:00
TEL：(06) 2212908
700台南市中西區永福路2段61號

TAINAN
台南永福店 No.61, Sec. 2, Yongfu Rd.

No.12, Ln. 116, Yizhong St.
North Dist., Taichung City 404

同志友善店家

LGBT Friends

West Central Dist., Tainan City 700
LGBTフレンドリーショップ

幸福旅人
幸福的旅人，他觀察著每個在巷弄中穿梭的人們 用
幸福的甜點 溫暖每一個迷失的靈魂。

森cabie
心中的小幸福來至森 cabie 咖啡館。
我們還種有機蔬菜，貼心照顧到每位顧客健康
歡迎大家來品嚐。

同志友善店家

LGBT Friends

LGBTフレンドリーショップ

能盛興工廠
能盛興工廠為推動環保及社會議題的藝文空間，不定
期舉辦講座展覽...等活動

南方牧場
由兩個大男孩和一隻牧羊犬共同創造的戶外小空間，讓
人可放鬆和療癒。

籌備中

DOUBLE高雄店

(07) 216-9690
800高雄市新興區
仁智街266號1樓
1F., No.266, Renzhi St.,
Xinxing Dist., Kaohsiung City 800

TP_STYLE

(03) 522-0093
300新竹市東區
勝利路134號
1F., No.134, Shengli
Rd., East Dist.,
Hsinchu City 300

T-820

1F., No.13, Ln. 50, Xining
S. Rd., Wanhua Dist.,
Taipei City 108

(02) 2382-1570
108台北市萬華區
西寧南路50巷13號1樓

阿綠的店

No.11, Ln. 27, Chengdu Rd.,
Wanhua Dist., Taipei City 108

(02) 2382-0741
108台北市萬華區
成都路27巷11號

異人館

No.11, Ln. 240, Sec. 3,
Roosevelt Rd., Zhongzheng
Dist., Taipei City 100

(02) 2364-8757
100台北市中正區
羅斯福路三段240巷11號

愛之船

Kaohsiung
高雄

Hsinchu
新竹

Taipei
台北
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經銷據點
Taiwan Dealer
販売代理店
15
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COOLMESH

透氣又涼快，很舒適，材
質好黏貼真是好穿。

USA

Customer Feedback

客戶評價
AIRMAX

最近買了AIR MAX感覺非常舒適，希
望貴公司可以將這種服務一直帶下去
創造產品，努力加油，謝謝。

So far, this is my favorite
binder to wear in hot
weather as far as comfort
goes, and I am very
satisfied in that regard.

Great binder, made with good
materials, breathable and it flattens
your chest.

一直用的他们家束胸，品质
确实不是那些几十块百把块
的能比的。

穿来穿去还是拉链的款式最方便，我
已经是这家的老顾客啦，品质很好，
穿的舒服。

革命的全メッシュ素材で軽薄ち
ょークール！今までにない快適さ
を体感するならこのアイテムで決
まり！

全体に伸縮性があり、前しっかり潰し＆
後ろ全メッシュの着心地良し通気性良し
背中むれ問題ともおさらば！

很好穿，不會悶！
我很喜歡你們家的衣服哦。

非常喜歡你們家的產品，貼身的東西
材質真的重要，第一次穿就非常喜歡
之後也都只買你們家的了。

顧客評価

19

加強式 III 代

加強式 I 代

這款是我試過很多牌子效果最好的
舒服，而且Ｃ都可以變平。

東西品質好，服務態度好，出貨速度
快 謝謝。

This binder is fantastic because due
to the Velcro side closure it is easy
to put on and take off, and more
comfortable because it can be easily
adjusted throughout the day. It is
more expensive than other binders
but totally worth it.
这款束胸是我多年来购买最最满意的
一款，穿上舒服不说，且效果好一点
不难受，看着厚实穿上一点不觉得厚
進化を遂げた生地の引き締め度＆収縮
力、耐久性もグッド！快適素材でがっちり
決めたい派の貴方にはこの1枚！
舒服！舒服！超級好！今天拿到就很
驚喜，品質太棒了，穿上更驚喜！

Good value chest binder, comfortable
to wear and flatten effect is excellent
too, happy shopping experience
overall.

商品依旧喜爱，这次买了两件束胸，
两条内裤，满意！满意！值得购入。

胸元無伸縮性生地使用ガチガチ押さえ
つけ強力な平らさを実現！バックは伸縮
性あり＆テープ式で楽ちん着脱！

很滿意商品和價格以及服務，會推薦
別人購買！

Velcro Chest Binder
マジックテープ式チェストバインダー
20

黏貼款束胸
21

COOLMESH
22
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正面雙層
全面保護不擔心
Double layer in front
For full protection
正面2層構造
しっかり全面保護

KEEP COOL
盛夏酷涼單品
爽涼クールアイテム

全網材質
超透氣輕量易乾
High tech mesh fabric
Breathable and stay dry
全メッシュ素材
軽薄で通気性良し

特殊織法 - 貼身舒適有彈性
特殊織り法 - 伸縮性快適フィット
Unique tailoring skill - Comfortable fitting
最高規格
超薄靜音魔鬼氈

24

Highest standard
Quality quiet Velcro
最高水準
極薄静かな付け外しテープ

ID：D71 D77／

／S~3L
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AIRMAX
For All Seasons

26

棉布與網布之完美結合
木綿地＆メッシュ地の完璧結合

創意設計
特殊輕量彈性布
Creative design
Lightweight elastic fabric
独創的設計
特殊軽量伸縮性生地

散熱束襯
體熱易散透特性
Breathable material
Keep body airy all day
放熱効果
通気性の良い特質
熱を逃がす

ID：D51／

／S~5L
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專屬印花
質感加分又有型
Special printed logo
Give comfort plus style
専門技術ロゴ
お洒落な質感増し

最高規格
超薄靜音魔鬼氈
Highest standard
Quality quiet Velcro
最高水準
極薄静かな
付け外しテープ

加強式Ⅲ代
全面性舒適包覆

28

新式織法：強力緊度回縮力
束平進化：壽命提升近雙倍
防掀設計：下擺內折更安心

29

Gen. III
High Strength Binders
Overall Binding Effect No.1
New tailoring skill
Brilliant elastic strength
Improve binding effect
Increase durability
Design with care
Prevent clothes rolling up

強化式Ⅲ代
全体を快適に包み込む
新型織り法：強力引き締め収縮力
進化形平ら潰し：使用期間2倍にUP
めくれ予防：巧みな裾内折りでより安心
ID：D43 D45／

／S~5L
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特殊領口
版型服貼好穿搭
Low crew neckline
Excellent fit to body
車工進化
雙線車縫再進步
Evolve edge seam
Strong double stitching
技術進化
進化した2本針縫い製法

最高規格
超薄靜音魔鬼氈
Highest standard
Quality quiet Velcro
最高水準
極薄静かな付け外しテープ

特殊襟元
しっかりフィット

O-NECK
32

滾邊圓領
增加穿搭便利性
Oネック設計
着やすく便利

Ｔ恤領口有型內搭
T-Shirt Crew Neck Design
Tシャツネック設計でインナーとし大活躍

Stylish neckline
Easy to go with outerwear

韌性材質
高拉力束平度佳
強力素材
高張力しっかり平ら潰し
Durable fabric
Great flattening ability

包覆增加
上圍豐滿免擔心

ID：D58 D64／

／S~2L

しっかり覆い
鳩胸の方へ最適
Overall binding
Brilliant coverage

33

Original High Strength 加強式I代半身
Velcro Half Length Binders 強化式I代半身

34

35

Ｖ領設計
束胸領口不易露

經典不敗-必BUY

Vネックデザイン
襟元露出心配なし

Excellent Value Choice

V-Shaped neckline
C-Cut back design

おなじみ人気のベーシックアイテム
全年熱銷 ＣＰ值優質首選
Quality classic style
Balance overall effect
年中人気アイテム
良質性能価格設定良し

傳統黏貼
束平度高可調整
定番テープ
縛り調整可能
Traditional Velcro style
Adjustable and easy to wear
ID：D02／

／S~XL

運動型半身
鐵Ｔ必備
硬版布料：繃帶材質好安心
運動款式：束平極致沒話說
傳統黏貼：穿脫容易可調整
36

Sport Type Velcro
Half Length Binders
Unique Elastic Fabric
Superb Strength
Tough durable fabric
Double layer protection
Sportswear design
Superb flat chest effect
Traditional Velcro style
Adjustable and easy to wear

必要不可欠な鉄板アイテム
がっちり版 : 2層ライクラ生地で安心
運動用 : 言うことなしのがっちり潰し
定番テープ : 調整可楽ちん脱着

ID：T04／

／S~XL

37

Zipper Chest Binder
チャック式チェストバインダー
拉鍊款束胸

38
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COOLMESH
Keep Cool

爽涼クールアイテム

盛夏酷涼單品
首創車工
軌道翻轉式拉鍊
オリジナル技術
41
折り返し式ファスナー

40

Evolutionary technique
Flat edge seam

全網材質
超透氣輕量易乾
全メッシュ素材
軽薄で通気性良し
High tech mesh fabric
Breathable and stay dry

ID：D69／

／S~3L

AIRMAX
For All Seasons 棉布與網布之完美結合
木綿地＆メッシュ地の完璧結合

Breathable material
Keep body airy all day
Flexible in all direction
Excellent flatten effect
散熱束襯：體熱易散透特性
四面彈性：拉力束平不激凸
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ID：D49／

放熱効果 : 通気性良く熱を逃がす
全面伸縮性 : 高張力しっかり平ら潰し

／S~5L

創意設計：特殊輕量彈性布
拉鍊設計：穿脫自如好方便
独創設計 : 特殊軽量伸縮生地
チャック式 : 自在に便利な脱着
Creative design：Lightweight elastic fabric
Zipper style opening：Super easy to wear
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V-NECK

Great Binding Effect Low Neckline Design

包覆完美的V領
完璧包みVネック

V-Shaped neckline：Functional design with care
Zipper style opening：Super easy to wear
Vネック設計：愛用者へ新たな選択を
チャック式：自在に楽ちん脱着
Ｖ領設計：愛用者全新選擇
拉鍊設計：穿脫自如好方便
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ID：D59／

／S~2L

Pullover Chest Binder
プルオーバーチェストバインダー
套頭款束胸
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47

H
S
E
M
COOL
盛夏酷涼單品
正面雙層：全面保護不擔心
特殊織法：貼身舒適有彈性

爽涼クールアイテム
全面2層：全面保護で安心
特殊織り法：伸縮性快適フィット

Keep Cool

48

Double layer in front
For full protection
Unique tailoring skill
Comfortable fitting

套頭穿脫：無感服貼好自在
全網材質：超透氣輕量易乾
全メッシュ素材：軽薄で通気性良し
プルオーバー脱着：自在に身軽な着心地
Simple pullover style：Provide all day comfort
High tech mesh fabric：Breathable and stay dry
ID：D73 D75／

／S~3L
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AIRMAX

For All Seasons

棉布與網布之完美結合

木綿地＆メッシュ地の完璧結合

独創設計：特殊軽量伸縮生地
放熱効果：通気性良く熱を逃がす
プルオーバー脱着：自在に身軽な着心地

Creative design：Lightweight elastic fabric
創意設計：特殊輕量彈性布
Breathable material：Keep body airy all day
套頭穿脫：無感服貼好自在
Simple pullover style：Provide all day comfort 散熱束襯：體熱易散透特性
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ID：D53 D55／

／S~3L

Ultra Comfort Sports Binding Bra

快適タンク 着心地抜群運動用にもおすすめ

Classic crew neck
Pullover style easy to wear
Excellent comfort
Highly breathable fabric
高快適性
通気性良し汗を排出爽やかに
52

Oネック設計
プルオーバー式簡単脱着
ID：D24／

舒適背心
圓領設計：套頭方式易穿脫
高舒適度：透氣排汗效果佳

／S~XL
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Buckle Chest Binder
ホック式チェストバインダー
排扣款束胸
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54

COOLMESH
Keep Cool
盛夏酷涼單品
爽涼クールアイテム

全網材質
超透氣輕量易乾
全メッシュ素材
軽薄で通気性良し
High tech mesh fabric
Breathable and stay dry
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57

正面雙層：全面保護不擔心
特殊織法：貼身舒適有彈性
全面2層：全面保護で安心
特殊織り法：伸縮性快適フィット

四排四扣
安全加分不脫落

Double layer in front：For full protection
Unique tailoring skill：Comfortable fitting

4列４つホック
脱げ落ち心配なしの安心感

ID：D79／

Buckle style opening
Adjustable with total protection

／S~3L

Tank Style Binder
Chest Binder Combines Tank Top

Fashion with function：Two in one creation
Enhance breathability：Must have all year round
Quality careful design：Hidden binder underneath

外穿束胸

涼感束胸Ｘ外穿背心
流行時尚：內搭外穿都有型
夏季必備：二合一輕鬆方便
袖口防露：胸口無束胸壓痕
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58

タンクトップチェストバインダー
胸潰しとタンクの結合でサラッと爽やか着こなし
袖口露出防止：中の胸潰しの透け浮きなし
夏の不可欠アイテム：1枚で決まる楽ちんコーデ
お洒落な着こなし：インナー着メイン着どっちもイケる
ID：D60／

／S~XL

Curve Swimwear 水着
流線束胸泳裝 Water Sports Must Have
貼心設計：加長下擺及褲管
Design with care：Prevent clothes rolling up
快適性能設計：ストレッチ運動だって思いのまま

專業材質
泳衣專用萊克布
専用素材
水着用ライクラ生地
Professional fabric
Double layer Spandex

特殊拉鍊
不易滑落好安心
特殊チャック
滑り落ちにくく安心
Easy zipper opening
Wear with full protection

舒適剪裁
伸展活動沒問題
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気の利く設計
長め丈デザイン
Excellent fitting
No limit for water sports

ID：D47+D48／

／衣S~XL褲M~L
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Underwear
15週年紀念內褲

15th Anniversary

十五週年：獨一無二紀念版
業界最高：高規格四針併縫
親膚舒適：超柔軟純棉材質
安心材質：ＳＧＳ檢驗認證
低腰設計：寬版褲頭超帥氣

15th Anniversary：Specially design edition
Highest standard：Detailed edge stitching
Low waist design：Casual fashionable style
Great comfort：Ultra soft cotton fabric
Peace of mind：SGS qualified material

15周年記念パンツ
限定版ユニセックスパンツ
安心素材：SGS認定
業界最高：高水準4針縫い
15周年：他にはない限定版
快適着心地：超柔軟純綿素材
低腰設計：カッコいいロゴ入り
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ID：D81 D82／

／M~XL

穿法介紹 How To Wear 着用方法

束胸尺寸表 Chest Binder Size Chart チェストバインダーサイズ表
身高 Height
CM

體重 Weight
KG

胸圍 Bust
Inch

胸圍 Bust
CM

S

145-170

42-59

28-32

71-82

M

145-170

50-65

33-35

83-89

L

145-170

58-73

36-38

90-97

XL

145-170

66-83

39-41

98-104

2L

150-174

76-91

41-43

105-109

Velcro

Zipper

Pullover

3L

150-174

84-99

43-45

110-114

4L

150-174

92-107

45-47

114-119

5L

150-174

100-115

47-49

120-124

束胸並非越小尺寸效果越好！挑選適合自己的適合束胸，才會穿得舒服又達到最佳的束平效果喔
Professional Advice: Choose the right size not the tightest to ensure best comfortability and flat chest effect.

自社サイズ表をご参考下さい。
しっかりサイズを測ってこそ快適でより良い効果が発揮できます

內褲尺寸表
臀圍 Hip
M
L
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XL

Underwear Size Chart パンツサイズ表
公分 CM
88-97
98-107
108-117

Buckle

洗滌方式(手洗較能保持布料的彈性) Wash&Care

洗濯方法

裝入洗衣袋脫水
Put in washing bag to spin
脱水時ネット使用

用手洗淨
Machine washable
Handwash recommended
手洗い

P

不可乾洗
Do not dry clean
ドライクリーニング不可

英吋 Inch

自然晾乾
Line dry / Hang to dry
日陰吊り干し

34-37

手洗時勿過度拉扯扭轉
Do not wring
絞り不可

不可熨燙
Do not iron
アイロン不可

勿用刷具刷洗
Do not brush with hard tool
ブラシ不可

不可漂白
Do not bleach
漂白不可

隨浸隨洗，縮短浸泡時間
Reduce soaking time recommended
浸け置き時間短縮

請勿烘脫
Do not tumble dry
ドライ不可

38-41
42-46
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以下情況DOUBLE將不接受顧客的退換貨要求
內褲類商品，基於衛生考量，僅接受瑕疵退回
超過退換貨十日鑑賞期 (請於十日鑑賞期內辦理，自行郵寄以郵戳、寄貨單日期為憑)
退換貨商品不全、使用過、下水清洗過或外觀受損、沾染異味
顧客發貨單據丟失或商品不全 (含包裝吊牌)

客服平台

Contact Us

Double Design Co.

顧客サービス公式SNS

The following situations are not eligible for exchange or return
＊Brief & underwear : Can only be exchanged or returned if defected product.
＊Over 10 days from receiving order : Stamp or delivery receipt to proof date.
＊Non brand new item : Used, washed, damaged, stained, with odour, loose tag
or original package, are non eligible for exchange nor return.

以下の状況は返品/交換をお断りします

LINE
ID:double.tw

double.tw

Taobao淘寶阿里旺旺

Weibo新浪微博

*8日を過ぎた場合
*ブリーフ、ショーツ類は衛生上の問題で返品できません（不良品を除く）
*お客様側の責任により、キズ・汚損などが生じた、においがついた、洗濯した、試着範囲を超え
た使用跡が付いたなど
DOUBLE支付運費金額最高額度為台灣地區台幣60元 / 海外地區請參照各平台規範
收件地址 : 105台北市松山區復興北路1號11樓之2 電話 : 02-27319733
For Taiwan local order, first time exchange or return, Double offers to pay upto NT$60
shipping fee, anything above will be paid buy customer. This service is for Taiwan only.
For all non-Taiwan local orders, please see our rules via your ordering websites.
Exchange / Return Address:
11F.-2, No.1, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 10559, Taiwan (R.O.C.)
お手数ですが、返品/交換/修理などの場合お客様によって
以下の住所へ返送お願い致します。
66 住所 : 10559台北市松山區復興北路1號11樓之2 電話番号 : +886227319733

double_cn

DOUBLE_台灣束胸品牌
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TABOO
Night Club
2008年成立，專屬女孩的Night
Club在周末的台北夜裡，編織出一
場場屬於你我的周末狂歡夜。
2008年創立、女の子オンリーのナイト
クラブ。今となっては数百を超える特
色あるパーティーを行ってきました。
台北の週末はお祭り騒ぎと言わんば
かりの一夜が広がっています。
Established in 2008, Taboo has
committed in being the best Girls’
Night Club in Taipei, provide fun
party themes and create wonderful
atmosphere every weekend.

TABOO Plus

白天的Café晚上的Bar，溫暖放鬆的
空間提供適合女性族群的餐點服務
，更不定期舉辦各類藝文活動，溫
暖升級從『心』出發。

日中はカフェ、夜はバーになり、思わ
ず一日中入り浸ってしまうほどのア
ットホーム感にリラックスできる心
地よさ。セクシャルマイノリティーフ
レンドリーな快適なサービス提供に
、不定期で行われる様々な文芸イベ
ント活動などもあり。
This is a hipster café during
daytime and casual bar at night,
you can spend whole day to
enjoy a variety of food or attend
to the art and culture or fun
disco night events that take
68 place there.

Interview
LEZS
創刊五週年的《LEZS》是華語界唯一的
女同志時尚季刊雜誌，內容希望結合藝術
&時尚V.S.女同志的生活&生命。
創刊5周年の
《LEZS》
は中国語の世界で唯一の
レズビアンファッション雑誌。
芸術＆ファッショ
ンVSレズビアンの生活＆ライフの結びつきを
望む内容となっています。
The only Lesbian focus magazine to Chinese
readers in the world, offering LGBT art,
culture, fashion tread and inner circle living to
general public. 5 years has passed since 1st
issue published, many more will be coming,
keep your eyes on LEZS!

LEZS Meeting
2005年成立，創意結合女性感官新能量、以全
新超優質純女國度的新潮流為主軸創立的女性
專屬品牌，打造國內多元化主題派對模式。
2005年設立、女性の感性と新たなエネルギーを
結びつけた独創性、女性が中心となった世界をト
レンドとし、女性向けの国内の多様化をテーマと
するパーティー模様を新たに作りだしています。
This special organization was found back in
2005, over the past decade, it dedicates full
energy and force to create unique and
meaningful events for lesbians in Taiwan, now
it is ready to grow and serve friends all over
Asia and rest of the world in near future.
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Butterfly

Interview

隨時與其他會員交流各種興
趣心得，無所不談，擴闊你
的同志朋友圈。
いつでも気ままに他の会
員と交流が持て、様々な趣
味や感じた事、なんでもお
しゃべり、あなたのLGBT交
友関係を広げよう。
A simple but vital APP from
HK for all the LGBT
members and supporters to
chat freely, make new
friends or even find the
special one in your life.
立刻扫描下载

5 位 热 拉 正 在 表 态

新上線的女同志社交網路，提供最純
粹的交友平臺，連結全球女同好友。
新登場したレズビアン交流ネット
ワーク、最もピュアな交友サイト、
世界中のレズビアンと素敵な交流
が持てます。

70

One of China’s largest Lesbian
social platform, the APP provide
a safe place for its members to
search friends and connect
themselves to the world.
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Interview

Lala’s Family

規矩需要時間、耐性，接納的心是需要被引導的。因為情緒和需求被接納，孩
子感到安心才能做出回應。沒有誰輸誰贏，而是一種我知道妳需要，而我願意
去做的感覺。其實不只孩子，這樣的溝通模式可推演到我和Ｄ身上。
遇過的難題、印象深刻的經歷？
有一次有人問相機「你爸爸勒?」，相機指Ｄ，對方回答說：「這是爸爸嗎？爸
爸長這個樣子喔。」事後我和Ｄ討論，以後遇到類似的問題我們該如何回應，
我認為應該告訴相機他沒有爸爸，相機在一旁聽到很不以為然：「我有把拔啊
。」我和Ｄ驚訝地問他：「把拔在哪裡？」相機：「在咪咪後面（指Ｄ）。」
因為正值農曆七月，孩子一句「在咪咪後面」令我們印象深刻！

希望組織家庭的原因 、準備的過程 ?
小孩，從來不在我的人生規劃中。但在某天，我媽很感性地跟我說，雖然很辛
苦，但她很慶幸有我和我弟，人生多了很多不一樣的體驗、磨合。聽了這些話
，孩子才出現在我的人生規劃中。在在一起的第二年Ｄ突然問想不想要小孩，
我覺得懷孕太辛苦，領養也挺好，Ｄ比較希望是有血緣關係的孩子。最終決定
進行人工受孕，約２０１１年透過朋友取得加拿大人工生殖的診所資訊。上診
所網站做完功課後，開始和醫師以電子郵件溝通我們的需求，終於成功懷上小
相機。
懷胎過程中的小趣事、雙方親友的反應？
我們說：「我們要出國做個小孩。」
Ｄ媽（眼睛瞪圓）：「啊....我不知道你們在幹什麼啦。」
La爸（臉色鐵青）：「你說什麼？」
La爸（一分鐘後）：「你們去做一份報告，生小孩和生完孩子以後的規劃給我
們看。」算趣事吧！（撥劉海）

對於有相同計劃的朋友給予什麼建議 ?
帶孩子的人手一定要先安排好。單胞已經夠嗆了，想一次滿足做雙寶的話一定
要去問問雙寶媽的經驗！另外希望能趕快存到錢去做下一胎（默默覺得自虐）
給孩子及另一半的一句話？
給少爺：「要一直開心噢！」
給Ｄ：「不准比我早走。」

What drove you to build a family & how did you start to do so?

Children were not in my life plan until hearing my mother describes the joy and
love that she has felt since I was born, so when my partner “D” asked me if I’d
like to start a family together, I agreed immediately. We considered adoption at
first, then decided to go for IVF, we then found medical specialist in Canada
and started this epic journey.

Describe the highlight or funny story during pregnancy?
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孩子對於兩人關係最大的改變及影響與之前有何不同？
我沒有時間好好工作啊！！！連一天八小時都無法！
此外育兒帶給我在溝通和接納上大幅度的成長。從前「哭了不抱；不哭才能
抱」是我認為理所當然之事，可是爺出生以後，光親餵就打了快三個月的仗
直到少爺四個月大時遇到一個有耐心的好保姆，從保姆身上學到，孩子進入

When we broke the news of us going to have IVF treatment and have our
own baby, both of our parents were shocked, not in a bad way of course,
more like wondering if their kids are mature enough to be parents
themselves. We then had a detail long talk on how our future is planned,
this honest and thoughtful plan convinced our parents and they have been nothing
but supportive ever since.
73

彩虹專訪

Interview

Any impact to your relationship after the baby was born?

Let’s be completely honest to this question, nursing takes time, lots and lots
of time, I literally had no time for work nor a good night sleep. However, both
of our patience and ability to control emotion have been trained naturally to
a greater level, on top of that, we were fortuned to have an experienced and
loving nanny, whom we learned a great deal from. Giving security to those
you love is a wonderful feeling.

What is the most difficult task so far or the most memorable
experience?

I remembered one time our kid was asked “where is your dad?” He pointed
at “D” naturally, this little incident made us thinking if we should prepare
ourselves more in order to response to questions like this, and furthermore
we believe that we have the responsibility to make sure our kid understands,
feels safe, accepts and be proud of his background.

Any advice to those who have similar live plan as yours?

To get as much help as you can when it comes to nursing baby, for those
who wish to have twins, we strongly advise you to consult those who had
experiences.

What would you like to say to your children and partner?
To my baby master: I wish you to live happily ever after!
And to my “D”: I order you not to die before me.

家庭を築きたいと望む原因、準備の過程は？
子供というのは私の人生の計画の中にない物だった。
しかしある日、私の母
が感受的になって私に言ったのです。
「大変なものではあるけれど、だけど
母は私と弟がいることで人生に多くの体験や協力しあっていく事があり喜び
があった」
と。
この話を聞いて、
「子供」
というものが私の人生の計画の中に
加わったのです。パートナーと一緒になって2年が経った頃、D（パートナー）
は突然子供が欲しいかと聞いてきてきました。私は妊娠するってことは大変
なことだし、養子をもらうことが出来ればいんじゃないかって思っていたけ
れど、Dは比較的血縁関係のある子供が欲しいといった感じでした。だから、
人口受精を行うことを決め、2011年頃に友達を通してカナダの人口生殖を
おこなっているクリニックに問い合わせました。
クリニックのネットへアクセ
74 スし、医師とメールで連絡を取るようになり、やっと子供をつくりました。

妊娠する過程の中の小さな楽しみ、両方の親戚や友達の反応は？
私たちは
「外国で子供を作る」
と言いました。
D
（パートナー）
の母親
（目を見開き）
「え・
・何をしたいって言ってんのかわからない」
La（私）の父親（真っ青になって）
「なにを言っているんだ？」
（1分後）
「子供を産むことと産んだ後の計画を私たちにちゃんと報告して！」
これが一つの楽しみとも言えるでしょう！
（一息ついた様子）
子供は2人の関係に対して最も大きな変化及び影響を与えたことと以前とどのよう
に違うか？
私はゆっくり仕事をしている暇もないよ！1日8時間でさえもどうしようもない。
こ
れ以外に、育児は私のコミュニケーションと受け入れるという面で大幅に成長を
もたらしました。泣けば抱っこしない；泣いていない時こそ抱っこ、私はずっとそ
れが当たり前だと思っていました。子供が生まれてから、3か月ほどおっぱいをあ
げるのに必死でした。子供が4か月くらいの時、良いベビーシッターさんに出会
い、子供への理解として時間が必要である、忍耐が必要、
また受け入れる心へと
導かれるものだと学びました。誰が勝ちとか負けとかなくて、子供が私を必要とし
ていることを知っていて、喜んでするというような感じです。子供だけでなくて、
こ
のようなコミュニケーションの取り方はパートナーとの関係上でもそのように考
えていく事も出来ます。
出くわした難題、深い印象のあることは？
1度ある人が息子に君のお父さんは？と問い、
息子はD
（パートナー）
を指さし、
相手は
「
これお父さんなの？お父さんってこんな感じだよ」
と。
事の後、
私とD
（パートナー）
は話
し合い、
以後このような類の質問に出くわした時どのように答えるか、
私はきっと息子
は、
お父さんはいないと伝えると思っていました。
しかし息子は隣で聞いていてそうと
は思わないといった感じで
「ぼくはお父さんいるよ」
と、
私とDはびっくりして
「お父さん
どこにいるの？」
息子：
「お母さんの後ろ」
。
ちょうど旧暦の7月
（お盆時期）
だったので、
子供のこの一言は深く印象に残っています。
同じような計画のある仲間に対してなにかアドバイスはある？
ベビーシッターは先に手配しておいた方がいいです。子供1人でも十分なもん
ですが、1度で満足したく双子を作りたいのなら、経験のあるママに聞いてみ
てください。
しかしながら、できるだけ早くお金を貯めて、
また一人子供を作れ
たらいいなと思いますね。
子供及びパートナーに一言！
男の子へ「ずっと楽しむことよ！」
Dへ「私より先にいなくなんないで！」
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Ashley’s Family

遇過的難題、印象深刻的經歷？
教育孩子會是我們最重要的課題，在照顧孩子同時，我們也在學習當一個好的家長
，有衝突時適時的溝通，再依孩子適合的方向做調整。
因為寶寶是混血兒，最常遇到，混那裡的?爸爸呢?⋯等問題，但我們總是大方坦白
我們的家庭，這也是給孩子學習的機會，從小我們就告訴孩子他們是怎麼來的我們
對他們的愛及期待，也分享當初做試管療程、懷孕、生產時的照片給他們看小朋友
非常喜歡關於他們出生的故事^^

對於有相同計劃的朋友給予什麼建議 ?
台灣近年逐漸開放，很榮興能參與這個從無到有的時代，身為同志的我們，組織家
庭絕不是遙不可及的事，而是件重要且幸福的事，期待同志婚姻平權的腳步更加快
每一個人都能有相同的法律保障!也祝福屬於同志的大家庭能更加長成茁壯!

給孩子及另一半的一句話？
我親愛的孩子，請相信自已是最棒的！長大後也勇敢做自已！
我們永遠會支持你們！愛你們！
我的另一半～謝謝你讓我有那麼可愛的家，遇見你是我這輩子最幸運的事！

What drove you to build a family & how did you start to do so?
希望組織家庭的原因 、準備的過程 ?
與另一半關係穩定，喜歡小孩，開始對於建立家庭生活有想像及規劃，進而
採取實際行動，資訊來源多透過其他拉媽網路分享，在尋求台灣診所協助後
發現因為法規問題，目前深入療程只能到合法的國家。

懷胎過程中的小趣事、雙方親友的反應？
每次產檢看到我們的小寶貝一天天長大，非常感動，也覺得很幸運。更感謝
身邊家人朋友在面臨問題及壓力時的給予支持與祝福。

We have been in stable relationship for years; the idea of wanting a family came
naturally especially when we both like children. Most of information we gathered
was from those who shared experiences online, due to legal limitations in
Taiwan, we then seek medical helps from abroad.

Describe the highlight or funny story during pregnancy?

To see our twins grew bigger and bigger every time during checkup, we couldn’t
help to feel touched and blessed, and we thank all our families and friends who
helped us to relief pressure and gave us great support.

孩子對於兩人關係最大的改變及影響與之前有何不同？

Any impact to your relationship after the baby was born?

除了很累之外，倒真的是出現很多意想不到的驚喜，第一次把寶寶抱在懷

Apart from physical tiredness, we were both surprised by our twins in many

裡，第一次見到寶寶的笑容，那種對生命、孩子的愛與感動的心情，都是
當初無法想像的。不但多了對未來的期待，這份甜蜜的負荷，也使我們的
76 關係更加緊密、珍惜對方。

aspects, how new lives could affect emotions was way beyond our expectation
and imagination, the babies have pulled us closer together and we are proud to
say that we have a happy family.
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What is the most difficult task so far or the most memorable experience?
We believe children’s education is the most important task to any parent
because we teach while learning to be good parents too, so we adjust ourselves
whenever necessary. Our mix babies always drew attentions in public and
questions relate to their background were raised often, we are completely honest
to everyone and believe our honesty will be good influence to our children, so we

子供は2人の関係に対して最も大きな変化及び影響を与えたことと以前とどのよう
に違うか？
大変で疲れること以外に、思いもよらなかった喜びがほんとに多くありました。初
めて私の胸の中で抱っこした時、初めて笑顔を見た時、生命や子供への愛とかい
ったことに対して、
こんなにも感動するのだとは、当初全く想像もつかないもので
した。多くの未来への期待やこの甘い負担だけでなく、私たちパートナーの関係を
もより強く結びつけてくれ、
よりパートナーを大切にしようという気持ちにさせてく
れました。

shared our experience on how we have them, to them, this story has become
one of their favorite.
Any advice to those who have similar live plan as yours?
Being minority, we are proud to share our story and to set an example in society.
Anyone can build hers/his family regardless gender or sexuality, we hope that
equality for basic human rights will be served in near future and minority can be
protected and happy like majority.
What would you like to say to your children and partner?
My dear children, believe in yourselves, be brave and confident, we will always
support and love you. And to my other half, thank you for giving me such
adorable family, to meet you is the luckiest thing happen in my life.

家庭を築きたいと望む原因、準備の過程は？
パートナーとの関係が落ち着いて、子供が好きであって、家庭を築き生活し
ていくことを想像し計画し始めてから、実際に行動へと移しました。多くの情
報の源はレズビアンママのサイトでシェアーされている情報を通し得て、台
湾のクリニックへ協力を求めた後、法律と原則の問題があるとこ知り、現在
78

のところ、それが合法である国へ行って治療をするほかありませんでした。

出くわした難題、深い印象のあることは？
子供の教育は私たちの最も大切な課題です。子供を育てると同時に、私たちも良
い親になれるように、衝突があった時は適切なコミュニケーションを取ること、子
供に合った方向へと調整をしていくことを学んでいることです。
なぜなら子供はハーフであり、
よく出くわすのがどことのハーフ？お父さんは？な
どの問題で、
しかし私たちはいつも胸を張って私たちの家庭のことを正直でいて、
これも子供に学習させる機会であり、小さい頃から子供たちにあなたたちはどの
ようにして生まれてきたかや、私たちの子供に対する愛及び期待を話していて、
ま
た当初試験管（体外受精）によって作られ、妊娠や出産した時の写真も子供たち
に見せて喜びを分かちあっています。子供たちも、
自分らがどのように生まれてき
たかって話を聞くのがとっても大好きなんですよ＾＾
同じような計画のある仲間に対してなにかアドバイスはある？
台湾は近年だんだんと開放的になりつつあり、
これがなかった時代からある時代
になりとても光栄に思います。私たち同性愛者として、家庭を築くことは、現実不可
能な手の届かないことではなく、
とても重要で幸せなことなのです。同性婚合法化
への足取りがより早く進んでいく事を期待しています！一人一人が同様に法律の
保証を持つことが出来るように！LGBTの方々がより強く成長していけますように！
子供及びパートナーに一言！
親愛なる子供たちへ
自分は素晴らしいのだと信じて下さい！大きくなった後も勇敢に自分らしく生
きて下さい！私たちは永遠にあなたたちをサポートします。愛しています。
パートナーへ
私にこんなにも愛らしい家庭を持たせてくれてありがとう。あなたに出会った
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ことは私のこの人生において、最も幸せなことです！
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