川でも、山でも、街でもどこでも馴染むブーツ

スパイクソールとラジアルソールの良い所を融合した新ソール

TPE 素材使用で、汚れに強く手入れしやすい。ラバーに似た質感で
ラバーより軽く履きやすい

スパイクピンを模した底形状を独自開発。グリップが良く、金属ピンを
使用していないので、足裏の疲れを軽減

ラクダは古くから砂漠での生活に重宝されてきました。
そのラクダとアウトドアや自然のカラーである
Ｇｒｅｅｎ（グリーン） を融合させ、 砂漠だけだはなく、 山や川など
自然の中でもラクダのように重宝される存在になりたい
と
誕生したのが新ブランド 「Ｇｒｅｅｎ ｃａｍｅｌ®」 です

アウトドアテイストのスニーカー

アウトドアテイストの軽くて履きやすいスニーカー。踵を踏んでも履ける
２WAY タイプ

アウトドアテイストのスニーカー

アウトドアテイストの軽くて履きやすいスニーカー。踵を踏んでも
履ける２WAY タイプ

Ｎｅｗ

Ｎｅｗ

GC 5620

GC 5630

アクティブブーツ

Ｎｅｗ

Ｎｅｗ

GC 2610

トライバ ルシューズ（ 紳士 紐スリッポン）

元払い単位 /32 足 単文
カラー / ブラック・グレー
サイズ /Ｍ（24.5-25.0）・Ｌ（25.5-26.0）
ＬＬ（26.5-27.0）
・3Ｌ（27.5-28.0）

素材：アッパー / メッシュ + 合成皮革
ソール /ＥＶＡ
パッケージ：箱入り
重量（片足）：180ｇ ※重量Ｌサイズ実寸
仕様：中敷き入り

GC 2620

トライバ ルシューズ（ 紳士スリッポン）

元払い単位 /32 足 単文
カラー / ブラック・グレー
サイズ /Ｍ（24.5-25.0）・Ｌ（25.5-26.0）
ＬＬ（26.5-27.0）・3Ｌ（27.5-28.0）

アウトドアテイストの軽くて履きやすいスニーカー。踵を踏んでも履ける
２WAY タイプ

Ｎｅｗ

元払い単位 /32 足 単文
カラー / ピンク・ブラック
サイズ /Ｓ（22.5-23.0）・Ｍ（23.5-24.0）
Ｌ（24.5-25.0）

ぬかるんだ足元でも安心の防水仕様

雨の日はもちろん、ガーデニングや DIY 作業、釣りやフェス等々
アウトドアシーンでマルチに活躍してくれるブーツ

本体に 4mm 厚の CR スポンジを採用。夏場でも水辺で冷える
足元をしっかり保湿

アウトドアテイストの軽くて履きやすいスニーカー。踵を踏んでも
履ける２WAY タイプ

GC 3620

素材：アッパー / メッシュ + 合成皮革
ソール /ＥＶＡ
パッケージ：箱入り
重量（片足）：160ｇ ※重量Ｍサイズ実寸
仕様：中敷き入り

素材：ＰＶＣ
パッケージ：箱入り
寸法 履き口周り：45.5ｃｍ 足首周り：35.0ｃｍ
筒丈：38.0ｃｍフード丈：6.0ｃｍ
ヒール丈：2.5ｃｍ
重量（片足）：740ｇ ※寸法・重量ＬＬサイズ実寸
仕様：中敷き入り・フード付き

マルチに使いやすいショートブーツ

素材：アッパー / メッシュ + 合成皮革
ソール /ＥＶＡ
パッケージ：箱入り
重量（片足）：180ｇ ※重量Ｌサイズ実寸
仕様：中敷き入り

Ｎｅｗ

GC 3610
トライバ ルシューズ（婦人 紐スリッポン）

フォレストブーツ

元払い単位 /24 足 単文
カラー / ブラック・カーキ
サイズ /Ｍ
（24.5-25.0）・Ｌ
（25.5-26.0）
ＬＬ
（26.5-27.0）・3Ｌ
（27.5-28.0）

アウトドアテイストのスニーカー

アウトドアテイストのスニーカー

1

元払い単位 /24 足 単文
カラー / ベージュ・グレー・グリーン
サイズ /ＳＳ
（22.5-23.0）・Ｓ（23.5-24.0）
Ｍ（24.5-25.0）・Ｌ（25.5-26.0）
ＬＬ（26.5-27.0）・3Ｌ（27.5-28.0）

素材：ＴＰＥ
パッケージ：箱入り
寸法 筒丈：12.0ｃｍ ヒール丈：3.0ｃｍ
重量（片足）：420ｇ
※寸法・重量Ｌサイズ実寸
仕様：中敷き入り

トライバ ルシューズ（婦人スリッポン）

元払い単位 /32 足 単文
カラー / グレー・パープル
サイズ /Ｓ（22.5-23.0）・Ｍ（23.5-24.0）
Ｌ（24.5-25.0）

素材：アッパー / メッシュ + 合成皮革
ソール /ＥＶＡ
パッケージ：箱入り
重量（片足）：160ｇ ※重量Ｍサイズ実寸
仕様：中敷き入り

Ｎｅｗ

Ｎｅｗ

GC 5640

GC-375

トライバ ルブーツ

元払い単位 /24 足 単文
カラー / カーキ・ブラック
サイズ /Ｓ
（23.5-24.0）・Ｍ
（24.5-25.0）
Ｌ（25.5-26.0）・ＬＬ
（26.5-27.0）
3Ｌ
（27.5-28.0）

素材：ＴＰＥ
パッケージ：箱入り
寸法 履き口周り：38.0ｃｍ 足首周り：35.0ｃｍ
筒丈：16.0ｃｍ フード丈：6.0ｃｍ
ヒール丈：1.0ｃｍ
重量（片足）：340ｇ ※重量ＬＬサイズ実寸
仕様：中敷き入り・フード付き

オールコンディションシューズ

元払い単位 /12 足 単文
カラー / カーキ・ブラック
サイズ /Ｍ（25.0-25.5）・Ｌ
（26.0-26.5）
ＬＬ
（27.0-27.5）・3Ｌ（28.0-28.5）

素材：アッパー / ジャージ +ＣＲスポンジ
+ ジャージ
底 / 合成ゴム
パッケージ：箱入り
重量（片足）：
※重量Ｌサイズ実寸
仕様：中敷き入り

2

AGRI SHOES SERIES

農

農

使 い やすく、 履きやすい 。 畑 作 業 をサポート

FU 3020

業

FU 3004

らく足 袋プラス
（先 丸 ）

Ｎｅｗ

E as y to use and we ar

地下足袋とスニーカーの良い所を合わせた
ホールド感とクッション性に優れ、農作業を楽にします

業

ソールにエアークッション搭載。従来品よりさらにクッション性を強化！

らく足 袋エアー
（先 丸 ）
元払い単位 /24 足 単文
カラー / 迷彩グリーン
サイズ /Ｍ（24.5-25.0）
・Ｌ（25.5-26.0）
・ＬＬ
（26.5-27.0）
3Ｌ（27.5-28.0）
素材：アッパー / 綿 ソール /EVA+ 合成ゴム
パッケージ：箱入り
総丈：24.5cm
重量（片足）
：280g
※寸法・重量 L サイズ実寸
仕様：中敷き入り

元払い単位 /24 足 単文
カラー / ネイビー・ブラック
サイズ /22.5ｃｍ・23.0ｃｍ・23.5ｃｍ・24.0ｃｍ・24.5ｃｍ・25.0ｃｍ
25.5ｃｍ・26.0ｃｍ・26.5ｃｍ・27.0ｃｍ・28.0ｃｍ
素材：アッパー / 綿 ソール /EVA+ 合成ゴム
パッケージ：箱入り 総丈：24.0ｃｍ
重量（片足）
：300ｇ ※寸法・重量 26.0ｃｍ実寸
仕様：中敷き入り

スニーカーソールで運転もしやすい

農

ソールにエアークッションを搭載
負荷がかかりやすい踵を
エアークッションでサポート

業

FU 3012
らく足 袋プラスロング
（先 丸 ）

ロング丈で、３本のベルトでフィット感抜群
履き口からゴミも入りにくい
農

元払い単位 /24 足 単文
カラー / ネイビー
サイズ /24.5ｃｍ・25.0ｃｍ・25.5ｃｍ・26.0ｃｍ・26.5ｃｍ
27.0ｃｍ・28.0ｃｍ

業

FU
FU 3005
3005
らく足 袋プラス
（京の農 林 女子モデ ル）

素材：アッパー / 綿 ソール /EVA+ 合成ゴム
パッケージ：箱入り
総丈：27.0cm
重量（片足）：360g ※寸法・重量 27.0cm 実寸
仕様：中敷き入り

履き口広々、内側チェック柄生地使用
クッション性抜群、農作業を足からサポート

元払い単位 /24 足 単文
カラー / ネイビー
サイズ /22.5ｃｍ・23.0ｃｍ・23.5ｃｍ・24.0ｃｍ
24.5ｃｍ・25.0ｃｍ
素材：アッパー / 綿 ソール /EVA+ 合成ゴム
パッケージ：箱入り
総丈：16.0cm
重量（片足）
：220g ※寸法・重量 23.5cm 実寸
仕様：中敷き入り

農

農家さんの

を商品化！

実際に農家をされている女性が集まった、 農林女子プロジェクトの
方々と生の現場の声、 女性ならではの発想にヒントを得て企画開発

業

FU 3010

らく足 袋プラスファスナー
（先 丸 ）

ファスナー + マチ付きで脱ぎ履き楽々
短い丈で使いやすい

元払い単位 /24 足 単文
カラー / ネイビー
サイズ /22.5ｃｍ・23.0ｃｍ・23.5ｃｍ・24.0ｃｍ
24.5ｃｍ・25.0ｃｍ・25.5ｃｍ・26.0ｃｍ
26.5ｃｍ・27.0ｃｍ・28.0ｃｍ
素材：アッパー / 綿 ソール /EVA+ 合成ゴム
パッケージ：箱入り
総丈：15.5cm
重量（片足）：220g ※寸法・重量 27.0cm 実寸
仕様：中敷き入り

3

共同企画商品

働く女性

マチがしっかり開いて
履きやすく、ごみが入りにくい

甲ベルトでしっかり固定できる、土やほこりが入りにくい

4

農

Ｎｅｗ

農

業

FU 5010

農業専用長靴
（農業男子モデ ル）
【フラット底】

FU 5003

劣化に強い PVC 素材使用。フードはワンタッチで絞れる便利なベルクロ仕様
作業に最適

素材：ＰＶＣ
パッケージ：箱入り
寸法 : 履き口周り 40.5ｃｍ 足首周り 34.0ｃｍ
総丈 32.0ｃｍ
（フード 6cm 含む）
重量（片足）
：560ｇ ※寸法・重量 Ｌサイズ実寸
仕様 : 中敷き入り・フード付き

元払い単位 /20 足 単文
カラー / ブラック
サイズ /ＳＳ（22.5-23.5）・Ｓ
（23.5-24.5）
・Ｍ
（24.5-25.5）
Ｌ
（25.5-26.5）・ＬＬ（26.5-27.5）
・３Ｌ（27.5-28.5）

傷めにくい
ワンタッ チ
フラットソール

農

素材：ＰＶＣ
パッケージ：箱入り
寸法：履き口周り 40.5ｃｍ 足首周り 34.0ｃｍ
総丈 32.0ｃｍ（フード 6cm 含む）
重量（片足）
：540ｇ ※寸法・重量 Ｌサイズ実寸
仕様：中敷き入り・フード付き

フードを

で絞れる！

作業に使いやすく劣化に強い
フラット底で疲れにくい

農業男子 モデル

業

FU 5004

土・泥が詰まりにくいフラット底採用
農作業を足元から快適に！

農

元払い単位 /20 足 単文
カラー / カーキ・ワイン
サイズ /ＳＳ（22.5-23.5）・Ｓ
（23.5-24.5）・Ｍ（24.5-25.5）
素材：ＰＶＣ
パッケージ：箱入り
寸法：履き口周り 40.0cm 足首周り 33.0cm
総丈 31.5cm（フード 6cm 含む）
重量（片足）：520g ※寸法・重量 Ｍ実寸
仕様：中敷き入り・フード付き

働く女性

共同企画商品

業

FU 5501

フードはワンタッチで絞れる便利なベルクロ仕様

農業専用長靴
農業専用長靴
（京の農
（京の農 林
林 女子モデ
女子モデ ル）
ル）
【フラット底】

劣化に強い PVC 素材使用。フラット底で土が詰まりにくく、マルチを痛めにくい

農 作 業専用長靴
【フラット底】

畝やマルチを

元払い単位 /16 足 単文
カラー / ブラック・カーキ
サイズ /M（24.5-25.5）・Ｌ
（25.5-26.5）・ＬＬ
（26.5-27.5）

業

農家さんの

を商品化！

実際に農家をされている女性が集まった、 農林女子プロジェクトの
方々と生の現場の声、 女性ならではの発想にヒントを得て企画開発

ＰＶＣポータブ ルブーツ
【フラット底】

ロング丈でもくるっと丸めてコンパクトに持ち運べる
柔らかい PVC 素材で屈曲もしやすい

元払い単位 /24 足 単文
カラー / カーキ・ネイビー
サイズ /ＳＳ（22.5-23.0）
・Ｓ（23.5-24.0）・Ｍ（24.5-25.0）
Ｌ（25.5-26.0）
・ＬＬ（26.5-27.0）・3Ｌ
（27.5-28.0）
素材：ＰＶＣ
パッケージ：箱入り
寸法：履き口周り 45.0ｃｍ 足首周り 34.0ｃｍ
総丈 45.0ｃｍ（フード 6cm 含む）
重量（片足）
：650ｇ ※寸法・重量Ｌサイズ実寸
仕様：袋付き・中敷き入り・フード付き

ロング丈でも柔らかく、履きやすい
フラット底で作業しやすい

5

持ち運びに便利な
収納袋付き

6

・ 柔らかい
・ 寒さで硬くなりにくい

Ｎｅｗ

ラバーシューズ
【男女兼 用】

柔らかいラバー使用で歩きやすい
中敷きは空気が良く通るハニカム構造で靴内部のムレを軽減

素材：合成ゴム
パッケージ：箱入り
重量（片足）
：340ｇ※重量 Ｌサイズ実寸
仕様：中敷き入り

・ 軽い

心して履
も安
け
日

防水
防滑

る

元払い単位 /24 足 単文
カラー / ブラック・ベージュ
サイズ /ＳＳ（22.5-23.0）・Ｓ
（23.5-24.0）・Ｍ（24.5-25.0）
Ｌ（25.5-26.0）・ＬＬ（26.5-27.0）

雨の

RB 8904

HM 9037

紳士ラバーブーツ

一体成型ラバーブーツ。普通のラバーブーツより軽く柔らかい

元払い単位 /20 足 単文
カラー / カーキ・ネイビー
サイズ /Ｍ（24.5-25.0）
・Ｌ（25.5-26.0）
・ＬＬ
（26.5-27.0）
３Ｌ（27.5-28.0）
素材：合成ゴム
パッケージ：ＰＰ袋入り
寸法：履き口周り 43.0cm 足首周り 34.0cm
筒丈 27.5cm ヒール丈 2.5cm
重量（片足）
：520ｇ
※寸法・重量 Ｌサイズ実寸
仕様 中敷き入り

LB 8419

婦人ラバーブーツ

一体成型ラバーが水をブロック！
雨の日も足元を気にせず履ける
中敷き表

HM 9050

かるかる仕 事 人

中敷き裏

一体成型ラバーブーツ。普通の
ラバーブーツより軽く柔らかい

元払い単位 /20 足 単文
カラー / ネイビー・ワイン
サイズ /Ｓ（22.5-23.0）
・Ｍ（23.5-24.0）
Ｌ（24.5-25.0）

婦人ラバーブーツ

元払い単位 /20 足 単文
カラー / ワイン
サイズ /Ｓ（22.5-23.0）・Ｍ（23.5-24.0）・Ｌ（24.5-25.0）
素材：合成ゴム
パッケージ：ＰＰ袋入り
寸法：履き口周り 37.5cm
足首周り 31.0cm
フード丈 6.0ｃｍ
筒丈 22.0cm
ヒール丈 3.0cm
重量（片足）
：420ｇ
※寸法・重量 Ｍサイズ実寸
仕様 中敷き入り・フード付き

素材：合成ゴム
パッケージ：ＰＰ袋入り
寸法：履き口周り 37.5ｃｍ 足首周り 31.0ｃｍ
筒丈 22.5cm ヒール丈 3.0cm
重量（片足）
：400ｇ
※寸法・重量 Ｍサイズ実寸
仕様 中敷き入り

底にラバー付きでグリップ抜群！本体に穴がないので、土ほこり等入りにくい
ＥＶＡ素材で軽くやわらかく履きやすい

LB 8420

元払い単位 /24 足 単文
カラー / ネイビー・ホワイト・ブラック・カーキ
サイズ /ＳＳ（22.5-23.0）・Ｓ
（23.5-24.0）・Ｍ（24.5-25.0）
Ｌ（25.5-26.0）・ＬＬ（26.5-27.0）・3Ｌ
（27.5-28.0）
素材：アッパー /ＥＶＡ ソール /ＥＶＡ+ 合成ゴム
パッケージ：箱入り
重量（片足）
：180g ※重量 Ｌサイズ実寸
仕様：ソールラバー付き
※ネイビーのみソールラバーホワイト

1WAY
POINT

斜面での作業にグリップ抜群！

2WAY

足ウラ凹凸形状でムレ軽減！

凹凸形状は滑り止め効果があり、足裏にすきまを作り
ムレを軽減、さわやかな履き心地です

TS-857

POINT

底広範囲に合成ゴム使用

底形状もグリップしやすい形を採用

※ネイビーのみ
ソールラバーホワイト

7
7

ラバースパイクブーツ

土踏まずにスチールシャンク入り
衝撃を分散し疲れを軽減

FU 5020

ＰＶＣ使用で劣化に強い

ＰＶＣスパイクブーツ

元払い単位 /12 足 単文
カラー / ブラック
サイズ /Ｓ（24.0-24.5）
・Ｍ（25.0-25.5）
Ｌ（26.0-26.5）・ＬＬ
（27.0-27.5）

元払い単位 /12 足 単文
カラー / カーキ
サイズ /Ｍ（25.0）・Ｌ（26.0）
ＬＬ（27.0）・3Ｌ（28.0）

素材：合成ゴム
パッケージ : ナイロン袋入り
寸法：履き口周り 42.5ｃｍ
足首周り 36.0ｃｍ
筒丈 28.0ｃｍ フード丈 9.5ｃｍ
ヒール 2.5ｃｍ
重量（片足）
：950ｇ
※重量・寸法 Ｌサイズ実寸
仕様：フード付き・スパイクソール
スチールシャンク入り
中敷き入り

素材：PVC
パッケージ：箱入り
寸法：履き口周り 43.5cm
足首周り 35.0cm
筒丈 28.0cm
ヒール丈 3.0cm
重量 片足 820ｇ
※寸法・重量 Ｌサイズ実寸
仕様 中敷き入り
※3Ｌはデザインが異なります

※3L はデザインが
異なります

8

HM 9036

LB 8307

履き口を絞れるフード付き長靴。作業にも使いやすい

人気のガーデニングショートレインブーツ。お庭仕事も楽しくなります
履きやすいショート丈

紳士フード 付きＰＶＣブーツ

婦人ガーデニング
ショートレインブーツ

元払い単位 /24 足 単文
カラー / カーキ・ネイビー
サイズ /Ｍ
（24.5-25.0）・Ｌ
（25.5-26.0）
ＬＬ（26.5-27.0）・3Ｌ(27.5-28.0)

元払い単位 /24 足 単文
カラー：チェックブラック・チェックローズ・ドットネイビー
サイズ：Ｓ（22.5-23.0）・Ｍ
（23.0-23.5）・Ｌ（23.5-24.0）・ＬＬ（24.5-25.0）

素材：ＰＶＣ
パッケージ : 箱入り
寸法：履き口周り 41.5ｃｍ 足首周り 33.5ｃｍ
フード丈 7.0ｃｍ 筒丈 26.0ｃｍ
ヒール 3.0ｃｍ
重量（片足）：580ｇ
※重量・寸法 Ｌサイズ実寸
仕様：中敷入り・フード付き

素材：ＰＶＣ
パッケージ：箱入り
寸法：履き口周り 31.0ｃｍ 足首周り 30.5ｃｍ 筒丈 11.0ｃｍ
ヒール 3.0ｃｍ
重量（片足）
：260ｇ ※寸法・重量 Ｍサイズ実寸
仕様：中敷き入り

LB 8402

LB 8407

元払い単位 /24 足 単文
カラー / ネイビー・ワイン
サイズ /22.5ｃｍ・23.0ｃｍ・23.5ｃｍ・24.0ｃｍ・24.5ｃｍ
25.0ｃｍ

元払い単位 /20 足 単文
カラー / ネイビー・ワイン
サイズ /Ｓ(22.5-23.0)・Ｍ(23.0-23.5)・Ｌ(24.0-24.5)
ＬＬ(24.5-25.0)

素材：ＰＶＣ
パッケージ :ＰＰ袋入り
寸法：履き口周り 38.5ｃｍ
足首周り 31.5ｃｍ
筒丈 25.0ｃｍ
ヒール 3.0ｃｍ
重量（片足）：410ｇ
※重量・寸法 23.5ｃｍ実寸

素材：ＰＶＣ
パッケージ : 箱入り
寸法：履き口周り 38.5ｃｍ
足首周り 31.5ｃｍ
フード丈 7.0cm
筒丈 24.5ｃｍ
ヒール 3.0ｃｍ
重量（片足）：420ｇ
※重量・寸法 Ｍサイズ実寸
仕様：中敷き入り・フード付き

婦人ＰＶＣブーツ

婦人フード 付きＰＶＣブーツ

LB 8120

使いやすいロング丈。ズボンもインしやすい

婦人ＰＶＣロングレインブーツ

元払い単位 /24 足 単文
カラー：チェックブラック・チェックローズ・ドットネイビー・チェックレッド
サイズ：Ｓ（22.5-23.0）・Ｍ
（23.25-24.0）・Ｌ（24.5-25.0）

HM 9025

「ちょっと」に使いやすいショート丈

紳士ちょっとブーツ
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LB 8406

「ちょっと」に使いやすいショート丈

婦人ちょっとブーツ

元払い単位 /24 足 単文
カラー / ブラック
サイズ /Ｍ（25.0-25.5）・Ｌ
（26.0-26.5）・ＬＬ（26.5-27.0）

元払い単位 /24 足 単文
カラー / ネイビー・ワイン
サイズ /Ｓ（23.0-23.5）・Ｍ（24.0-24.5）・Ｌ（25.0-25.5）

素材：ＰＶＣ
パッケージ：箱入り
寸法：履き口回り 37.5ｃｍ
足首回り 34.5ｃｍ
筒丈 13.5ｃｍ
ヒール 2.5ｃｍ
重量（片足）
：400ｇ
※重量・寸法 Ｌサイズ実寸

素材：ＰＶＣ
パッケージ：箱入り
寸法：履き口回り 34.0ｃｍ
足首回り 31.5ｃｍ
筒丈 13.0ｃｍ
ヒール 2.5ｃｍ
重量（片足）：320ｇ
※重量・寸法 Ｍサイズ実寸

素材：ＰＶＣ
パッケージ：箱入り
寸法：履き口周り 38.5ｃｍ 足首周り 31.5ｃｍ 筒丈 25.0ｃｍ
ヒール 3.0ｃｍ
重量（片足）
：410ｇ ※寸法・重量 Ｍサイズ実寸
仕様：中敷き入り
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かる かる
HM 9048

ブーツシリーズ

FU 5001

超軽量

EVA素材のブーツシリーズ

軽くてクッション性抜群、底ゴム付きでしっかりグリップ。ロング丈で使いやすい

かるかるロングブーツ
【男女兼 用】
元払い単位 /24 足 単文
カラー / ネイビー
サイズ /Ｓ
（23.5-24.0）・Ｍ
（24.5-25.0）
Ｌ（25.5-26.0）
・ＬＬ（26.5-27.0）・3Ｌ
（27.5-28.0）

FX-863

先 芯 耐 油底ワークブーツ

ＰＶＣロングブーツ

元払い単位 /20 足 単文
カラー / ブラック・カーキ
サイズ /Ｍ（25.0-25.5）
・Ｌ（26.0-26.5）
ＬＬ（27.0-27.5）・３Ｌ（28.0-28.5）

元払い単位 /20 足 単文
カラー / カーキ・ネイビー
サイズ /Ｍ（25.0-25.5）
・Ｌ（26.0-26.5）
ＬＬ（27.0-27.5）

素材：ＰＶＣ
パッケージ：箱入り
寸法：履き口周り 45.5ｃｍ
足首周り 35.0ｃｍ
筒丈 38.0ｃｍ
ヒール 2.0ｃｍ
重量（片足）
：940ｇ
※寸法・重量 Ｌサイズ実寸
仕様：先芯・耐油底・中敷き入り

素材：ＰＶＣ
パッケージ：箱入り
寸法：履き口周り 45.5ｃｍ
足首周り 35.0ｃｍ
筒丈 38.0ｃｍ
ヒール 2.0ｃｍ
重量（片足 ）860ｇ
※寸法・重量 Ｌサイズ実寸
仕様：中敷き入り

耐油底

底滑り止め
ゴム付き

素材：アッパー /ＥＶＡ ソール /ＥＶＡ+ 合成ゴム
パッケージ：箱入り
寸法：履き口周り 47.0ｃｍ
足首周り 37.0ｃｍ
筒丈 30.0ｃｍ
フード丈 6.0ｃｍ
ヒール 3.0ｃｍ
重量（片足）：440ｇ
※重量・寸法 Ｌ実寸
仕様：ソールラバー付き・フード付き・中敷き入り

BN-860

元払い単位 /10 足 単文
カラー / ブラック
サイズ /ＳＳ（23.0-23.5）・Ｓ（24.0-24.5）・Ｍ（25.0-25.5）・Ｌ（26.0-26.5）
ＬＬ（27.0-27.5）
・3Ｌ（28.0-28.5）・4Ｌ（29.0-29.5）

HM 9056

元払い単位 /24 足 単文
カラー / ネイビー
サイズ /Ｍ（24.5-25.0）・Ｌ
（25.5-26.0）・ＬＬ（26.5-27.0）

元払い単位 /24 足 単文
カラー / ワイン
サイズ /Ｓ（22.5-23.0）・Ｍ（23.5-24.0）・Ｌ（24.5-25.0）

素材：アッパー /ＥＶＡ
ソール /ＥＶＡ+ 合成ゴム
パッケージ：箱入り
寸法：履き口周り 44.0ｃｍ
足首周り 36.0ｃｍ
筒丈 19.0ｃｍ
フード丈 6.0ｃｍ
ヒール 3.0ｃｍ
重量（片足）
：320ｇ
※重量・寸法 Ｌ実寸
仕様：ソールラバー付き
フード付き
中敷き入り
反射テープ付き

素材：アッパー /ＥＶＡ
ソール /ＥＶＡ+ 合成ゴム
パッケージ：箱入り
寸法：履き口周り 37.0ｃｍ
足首周り 35.0ｃｍ
筒丈 15.0ｃｍ
フード丈 6.0ｃｍ
ヒール 2.0ｃｍ
重量（片足）：240ｇ
※重量・寸法 Ｍ実寸
仕様：ソールラバー付き
フード付き
中敷き入り
反射テープ付き

紳士かるかるブーツ
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婦人かるかるブーツ

底滑り止め
ゴム付き

HM 9045

HM 9044

元払い単位 /24 足 単文
カラー / ブラック・ネイビー
サイズ /Ｍ（24.5-25.0）・Ｌ
（25.5-26.0）・ＬＬ（26.5-27.0）

元払い単位 /24 足 単文
カラー / ネイビー・ワイン
サイズ /Ｓ（22.5-23.0）・Ｍ（23.5-24.0）・Ｌ（24.5-25.0）

素材：ＥＶＡ
パッケージ：箱入り
寸法：履き口周り 37.0ｃｍ
足首周り 35.0ｃｍ
筒丈 11.0ｃｍ ヒール 3.0ｃｍ
重量（片足）
：180ｇ
※重量・寸法 Ｌ実寸

素材：ＰＶＣ
パッケージ : 箱入り
寸法：履き口周り 45.5ｃｍ 足首周り 35.5ｃｍ
筒丈 30.5ｃｍ フード丈 6.5ｃｍ
ヒール 3.0ｃｍ
重量（片足）
：1150ｇ ※重量・寸法 Ｌ実寸
仕様：フード付き・中敷き入り

底滑り止め
ゴム付き

再帰反射使用で
夜間での視認性ＵＰ

HM 7020

HM 7021

元払い単位 /24 足 単文
カラー / ホワイト
サイズ /Ｍ（25.0-25.5）・Ｌ
（26.0-26.5）
ＬＬ
（26.5-27.0）

元払い単位 /24 足 単文
カラー / ホワイト
サイズ /Ｓ
（23.0-23.5）・Ｍ
（24.0-24.5）・Ｌ（25.0-25.5）

紳士タイタン

婦人タイタン

素材：耐油ＰＶＣ
パッケージ：箱入り
寸法：履き口回り 37.5ｃｍ
足首回り 34.5ｃｍ
筒丈 13.5ｃｍ
ヒール 2.5ｃｍ
重量（片足）・400ｇ
※重量・寸法 Ｌサイズ実寸
仕様：中敷入り・耐油

紳士(L)：16.0cm

耐油
仕様

婦人かるかるショートブーツ

素材：ＥＶＡ
パッケージ：箱入り
寸法：履き口周り 30.0ｃｍ
足首周り 36.0ｃｍ
筒丈 9.5 〜 12.0ｃｍ
ヒール 2.5ｃｍ
重量（片足）：120ｇ
※重量・寸法 Ｍ実寸

40cm
（Ｌの場合）

」

HM 9057

紳士かるかるショートブーツ

先芯・踏み抜き防止板内蔵で作業に最適

防災長靴

素材：耐油ＰＶＣ
パッケージ：箱入り
寸法：履き口回り 34.0ｃｍ
足首回り 31.5ｃｍ
筒丈 13.0ｃｍ
ヒール 2.5ｃｍ
重量（片足）・320ｇ
※重量・寸法 Ｍサイズ実寸
仕様：中敷入り・耐油

婦人(M)：15.5cm

耐 油 + 短 い長靴」

すぽっと履ける長靴・ インソール付

F-11

F-10

踏み 抜き防止用インソール

踏み 抜き防止用インソール

［特殊繊維板］総厚約 3mm

［ステンレス板］総厚約 6mm

元払い単位：120 個 単文
サイズ /Ｍ(23-25cm)・Ｌ(25.5-27cm)
LL(27.5-30cm)

元払い単位：100 個 単文
サイズ /22.5cm・23cm・23.5cm・24cm
24.5cm・25cm・25.5cm・26cm
26.5cm・27cm・28cm・29cm
■素材：ポリエステル + ステンレス ( 約 0.5mm)
+EVA スポンジ
■靴、ウェーダー、長靴の中に挿入することにより、
靴底からのクギ、金属片、ガラス片等の貫通を防止し、
足裏を守ります。

■素材：ポリエステル ( エルプロテクション ®)
■特殊ポリエステル生地層使用で釘・ガラスなどの
危険物から足を守ります
■必要に応じて台紙の寸法ガイドラインを参考に、
裁ちバサミなどで大きさを調整してください
※エルプロテクション原反での販売もしております。
サイズ：100×155mm 別途お問い合わせください。

お 手 持ちの長 靴・靴に入 れて 使 える！踏 み 抜きインソール
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底すべり止め
ゴム仕様

自社設計ラスト・底型使用

快適

幅広設計

インソール

安定着地

ゆったり
柔らか設計

ME 2916

履きやすく、履かせやすい
足がむくんでも対応できる様デザインしています
つま先と踵にラバー付き。滑りやすい足元をサポート

あなた想いサイドゴア
スーパークッションインソール入

独自開発した「ハンシンスーパークッション」搭載。歩行時の衝撃を吸収し疲れを軽減
足を優しくサポート

独自開発

元払い単位 /32 足 単文
カラー / ネイビー・ブラック
サイズ /24.5ｃｍ・25.0ｃｍ・25.5ｃｍ・26.0ｃｍ
26.5ｃｍ・27.0ｃｍ

紳士新あなた想い
マジックタイプ
元払い単位 /32 足 単文
カラー / ブラック・グレー
サイズ /24.5ｃｍ・25.0ｃｍ・25.5ｃｍ・26.0ｃｍ
26.5ｃｍ・27.0ｃｍ・28.0ｃｍ

履き口が大きく開いて
脱ぎ履きしやすい

素材：アッパー / 合成繊維
ソール /ＥＶＡ+ 合成ゴム
パッケージ：箱入り
重量（片足）：220ｇ
（26.0ｃｍ）
仕様：幅広 4Ｅ・低反発インソール

Ｎｅｗ

MC 2940

履き口が大きく開くベルクロ仕様。脱ぎ履きしやすい。底ラバー付きで軽くて歩きやすい

「 ハンシンスーパークッション 」
搭載！

素材：アッパー / 合成繊維
ソール /ＥＶＡ+ 合成ゴム
パッケージ：箱入り
重量（片足）：260ｇ（26.0ｃｍ）
仕様：幅広４Ｅ・スーパークッションインソール

軽くて歩きやすい。散歩にも最適

LE 3919

履き口が大きく開くベルクロ仕様。脱ぎ履きしやすい。底ラバー付きで軽くて歩きやすい

婦人 新あなた想い
マジックタイプ
元払い単位 /32 足 単文
カラー / ブラック・グレー
サイズ /22.5ｃｍ・23.0ｃｍ・23.5ｃｍ・24.0ｃｍ・24.5ｃｍ・25.0ｃｍ
履き口が大きく開いて
脱ぎ履きしやすい

素材：アッパー / 合成繊維
ソール /ＥＶＡ+ 合成ゴム
パッケージ：箱入り
重量（片足）
：170ｇ（23.5ｃｍ）
仕様：幅広 3Ｅ・低反発インソール

MC 2932

手を使わなくてもすぽっと履きやすい。足をふんわり包む優しい設計

新あなた想いセンターゴアタイプ
【男女兼 用】
元払い単位 /32 足 単文
カラー / ブラック・グレー
サイズ /22.5ｃｍ・23.0ｃｍ・23.5ｃｍ・24.0ｃｍ・24.5ｃｍ・25.0ｃｍ
25.5ｃｍ・26.0ｃｍ・26.5ｃｍ・27.0ｃｍ・28.0ｃｍ

MC 2930
新あなた想い
センターファスナータイプ

素材：アッパー / 合成繊維
ソール /ＥＶＡ+ 合成ゴム
パッケージ：箱入り
重量（片足）：190ｇ
（23.5ｃｍ）
・210ｇ
（26.0ｃｍ）
仕様：22.5-24.0 は幅広 3Ｅ 24.5-28.0 は幅広 4Ｅ・低反発インソール

前甲部分にファスナー使用、サイドにゴムもプラス。ホールド感もしっかりあり
脱ぎ履きしやすい

【男女兼 用】

甲部分のゴムがしっかり伸びる

元払い単位 /32 足 単文
カラー / ブラック・グレー
サイズ /22.5ｃｍ・23.0ｃｍ・23.5ｃｍ・24.0ｃｍ・24.5ｃｍ・25.0ｃｍ
25.5ｃｍ・26.0ｃｍ・26.5ｃｍ・27.0ｃｍ・28.0ｃｍ
素材：アッパー / 合成繊維
ソール /ＥＶＡ+ 合成ゴム
パッケージ：箱入り
重量（片足）
：180ｇ（23.5ｃｍ）
・220ｇ
（26.0ｃｍ）
仕様：22.5-24.0 は幅広 3Ｅ
24.5-28.0 は幅広 4Ｅ・低反発インソール

22.5-24.0
底
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24.5-28.0
底

22.5-24.0
底

24.5-28.0
底
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22.5～24cm

24.5 ～28cm

３Ｅ

４Ｅ

自 社 設 計 ラ ス ト・ 底 型 使 用

Point
あなたの為を想って作りました
履き心地にこだわり自社開発ラストを使用
歩きやすく、日常に使いやすい
紳 士 ４ Ｅ・ 婦 人 ３ Ｅ の ゆ っ た り 仕 様
安定した歩行をサポート

Ｎｅｗ

MS 2941

MC 2909

元払い単位 /48 足 単文
カラー / ブラック・グレー
サイズ /24.5ｃｍ・25.0ｃｍ・25.5ｃｍ・26.0ｃｍ・26.5ｃｍ
27.0ｃｍ・28.0ｃｍ

カジュアルなデザインで、履きやすく歩きやすい！低反発インソール入りでどんどん歩ける

あなた想い紐タイプ
【男女兼 用】

た
た
な
な
あ
あ すべり止め

底ゴム付き

素材：アッパー / メッシュ + 合成皮革
ソール /ＥＶＡ+ 合成ゴム
パッケージ：箱入り
仕様：踵反射板付・幅広４Ｅ・ソール全面ラバー

想
って
想っ
て作作りりままし

為を
の
の為を

元払い単位 /32 足 単文
カラー / グレー・ネイビー
サイズ /22.5ｃｍ・23.0ｃｍ・23.5ｃｍ・24.0ｃｍ・24.5ｃｍ・25.0ｃｍ
25.5ｃｍ・26.0ｃｍ・26.5ｃｍ・27.0ｃｍ・28.0ｃｍ

つま先
ゆったり幅広

素材：アッパー / メッシュ + 合成皮革
ソール /ＥＶＡ+ 合成ゴム
パッケージ：箱入り
重量（片足）：210ｇ（23.5ｃｍ）・230ｇ
（26.0ｃｍ）
仕様：22.5-24.0 は幅広３E 24.5-28.0 は幅広４Ｅ
低反発インソール

した
た

甲ゴム仕様で脱ぎ履きしやすい

低反発
インソール
付き

男女兼用。サイズも豊富

底全面
ラバー

LE 3915
22.5-24.0
底

MS 2911

甲にゴム入り、しっかりホールド。ゴムが見えないデザインでカジュアルに履ける

紳士あなた想い
スリッポンタイプ

24.5-28.0
底

ゴム紐 + マジックベルトで履きやすい

婦人あなた想い
紐マジックタイプ
元払い単位 /32 足 単文
カラー / グレー・ベージュ
サイズ /22.5ｃｍ・23.0ｃｍ・23.5ｃｍ・24.0ｃｍ・24.5ｃｍ・25.0ｃｍ

ゆったり４Ｅで履きやすい。ソール底面全面ラバーでしっかりグリップ

紳士あなた想い
紐タイプ

素材：アッパー / メッシュ + 合成皮革
ソール /ＥＶＡ+ 合成ゴム
パッケージ：箱入り
仕様：踵反射板付・幅広３Ｅ・ソール全面ラバー

元払い単位 /32 足 単文
カラー / ブラック・ネイビー
サイズ /24.5ｃｍ・25.0ｃｍ・25.5ｃｍ・26.0ｃｍ・26.5ｃｍ
27.0ｃｍ・28.0ｃｍ
素材：アッパー / メッシュ + 合成皮革
ソール /ＥＶＡ+ 合成ゴム
パッケージ：箱入り
仕様：踵反射板付・幅広４Ｅ・ソール全面ラバー

底全面
ラバー
底全面
ラバー

LC 3914
ME 2913

甲にゴム入りで履きやすい。すぽっと履けて、ホールド感もしっかり！

婦人あなた想い
スリッポンタイプ

甲マジックベルト仕様で脱ぎ履き楽々

紳士あなた想い
マジックタイプ

元払い単位 /32 足 単文
カラー / ブラック・グレー
サイズ /22.5ｃｍ・23.0ｃｍ・23.5ｃｍ・24.0ｃｍ・24.5ｃｍ・25.0ｃｍ

元払い単位 /32 足 単文
カラー / ブラック・グレー
サイズ /24.5ｃｍ・25.0ｃｍ・25.5ｃｍ・26.0ｃｍ・26.5ｃｍ
27.0ｃｍ・28.0ｃｍ

素材：アッパー / メッシュ + 合成皮革
ソール /ＥＶＡ+ 合成ゴム
パッケージ：箱入り
仕様：踵反射板付・幅広３Ｅ・ソール全面ラバー

素材：アッパー / メッシュ + 合成皮革
ソール /ＥＶＡ+ 合成ゴム
パッケージ：箱入り
仕様：踵反射板付・幅広４Ｅ・ソール全面ラバー

底全面
ラバー
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底全面
ラバー
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さで 疲れた足をリラ
な軽
ック
う
よ
の
ス
羽

軽 くて 履き や すい ウ ォーキン グ シ ュー ズ
かるい

クッション性ｕｐ

グリップ力ｕｐ

ゆったり かるい
足に優しい設計で履きやすく、歩きやすい

はきやすい

ワイド

幅広設計

軽量設計

っ
すぽ

リラックス

大人気！アッパーはふんわりやわらか
ソールはもっちり弾力性抜群！！

Ｎｅｗ

ME 2915

紳士かるかるリラックス
甲ベルトマジックタイプ

アッパーはふんわり足を包み込む柔らかメッシュ採用
ソールは独自配合で弾力性抜群

元払い単位 /40 足 単文
カラー / ブラック・ネイビー
サイズ /24.5ｃｍ・25.0ｃｍ・25.5ｃｍ
26.0ｃｍ・26.5ｃｍ・27.0ｃｍ
28.0ｃｍ

ME 2804

MS 2805

元払い単位 /40 足 単文
カラー / ブラック・ホワイト
サイズ /24.5ｃｍ・25.0ｃｍ・25.5ｃｍ
26.0ｃｍ・26.5ｃｍ・27.0ｃｍ

元払い単位 /40 足 単文
カラー / ブラック・ホワイト
サイズ /24.5ｃｍ・25.0ｃｍ・25.5ｃｍ
26.0ｃｍ・26.5ｃｍ・27.0ｃｍ

素材：アッパー / メッシュ + 合成皮革
ソール / 合成底
パッケージ：箱入り

素材：アッパー / メッシュ + 合成皮革
ソール / 合成底
パッケージ：箱入り

紳士スニーカー
マジックタイプ

紳士スニーカー
紐タイプ

素材：アッパー / メッシュ + 合成繊維
ソール / 合成底
パッケージ：箱入り
重量（片足）：160ｇ（26.0ｃｍ）

Ｎｅｗ

LE 3918

婦人かるかるリラックス
甲ベルトマジックタイプ

アッパーはふんわり足を包み込む柔らかメッシュ採用
ソールは独自配合で弾力性抜群

素材：アッパー / メッシュ + 合成繊維
ソール / 合成底
パッケージ：箱入り
重量（片足）：130ｇ（23.5ｃｍ）

紳士かるかるリラックス
スリッポンタイプ

LC 3802

元払い単位：40 足 単文
カラー / グレー・ベージュ
サイズ /22.5ｃｍ・23.0ｃｍ・23.5ｃｍ
24.0ｃｍ・24.5ｃｍ・25.0ｃｍ

元払い単位：40 足 単文
カラー / グレー・ベージュ・ローズ
サイズ /22.5ｃｍ・23.0ｃｍ・23.5ｃｍ
24.0ｃｍ・24.5ｃｍ・25.0ｃｍ

婦人スニーカー
スリッポンタイプ

婦人スニーカー
マジックタイプ

元払い単位 /40 足 単文
カラー / ブラック・ネイビー・グレー
サイズ /22.5ｃｍ・23.0ｃｍ・23.5ｃｍ
24.0ｃｍ・24.5ｃｍ・25.0ｃｍ

MC 2914

LE 3801

素材：アッパー / メッシュ + 合成皮革
ソール / 合成底
パッケージ：箱入り

素材：アッパー / メッシュ + 合成皮革
ソール / 合成底
パッケージ：箱入り

アッパーはふんわり足を包み込む柔らかメッシュ採用
ソールは独自配合で弾力性抜群

元払い単位 /40 足 単文
カラー / ブラック・ネイビー
サイズ /24.５ｃｍ・25.0ｃｍ・25.5ｃｍ・26.0ｃｍ
26.5ｃｍ・27.0ｃｍ・28.0ｃｍ
素材：アッパー / メッシュ + 合成繊維
ソール / 合成底
パッケージ：箱入り
重量（片足）：140g（26.0cm）

MC 2120

完全防水ビジネスシューズ

紳士ビジネスシューズ
完全防水

LC 3916
婦人かるかるリラックス
スリッポンタイプ
元払い単位 /40 足 単文
カラー / ブラック・ネイビー・グレー
サイズ /22.5ｃｍ・23.0ｃｍ・23.5ｃｍ
24.0ｃｍ・24.5ｃｍ・25.0ｃｍ

アッパーはふんわり足を包み込む柔らかメッシュ採用
ソールは独自配合で弾力性抜群

元払い単位 /48 足 単文
カラー / ブラック
サイズ /24.0ｃｍ・24.5ｃｍ・25.0ｃｍ・25.5ｃｍ
26.0ｃｍ・26.5ｃｍ・27.0ｃｍ
素材：合成樹脂
パッケージ：箱入り
仕様：スラッシュ製法で完全防水

素材：アッパー / メッシュ + 合成繊維
ソール / 合成底
パッケージ：箱入り
重量（片足）：120g（23.5cm）
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レインシリーズ
完 全 防 水

雨の日を、足元から楽しく
シンプルで綺麗に履ける普段に使いやす
レインブーツです

LB 8121

ロングレインブーツ

シンプルな形で、しっかり雨をカバーしてくれるロング丈が好評
インナーにドットブラック・千鳥ブラウン柄を使用

元払い単位 /20 足 単文
カラー / ブラック・ブラウン
サイズ /S(22.5-23.0)・M(23.5-24.0)・L(24.5-25.0)

LB 8127

ショートレインブーツ

インヒール付きのインソール入りで歩きやすく設計
インナーにオリジナルペイズリー柄使用で内側も可愛い

元払い単位 /20 足 単文
カラー / ブラック・ブラウン
サイズ /S(22.5-23.0)・M(23.5-24.0)・L(24.5-25.0)

素材：ＰＶＣ
パッケージ：箱入り
寸法：履き口周り 34.0cm 足首周り 32.0cm 筒丈 19.0cm
重量（片足）
：320ｇ ※寸法・重量 Ｍサイズ実寸
仕様：中敷き入り ( インヒール付き )

素材：ＰＶＣ
パッケージ：箱入り
寸法：履き口周り 37.5cm 足首周り 30.5cm 筒丈 31.0cm
ヒール 3.0cm
重量（片足）
：570ｇ ※寸法・重量 Ｍサイズ実寸
仕様：中敷き入り

ヒール 0.8cm

＊ 2ｃｍインヒール付き ＊

KB 7008

雨の日じゃなくても履きたくなる！ポップなオリジナル柄 4 色展開

キッズレインブーツ
元払い単位 /48 足単文
カラー / かえるグリーン・ガーリーピンク・でんしゃブルー・かさピンク
サイズ /14.0ｃｍ・15.0ｃｍ・16.0ｃｍ・17.0ｃｍ・18.0ｃｍ

LB 8128

ロングレインブーツ

ロング丈で雨の日の水はねも気にならない
インナーにオリジナルペイズリー柄使用で内側も可愛い

素材：ＰＶＣ
パッケージ：箱入り
寸法：履き口周り 26.0cm 足首周り 23.0cm
筒丈 13.0cm ヒール 0.5cm
重量（片足）：160ｇ ※寸法・重量 16.0ｃｍサイズ実寸
仕様：中敷き入り

どの柄も可愛くキッズに好評！

元払い単位 /20 足 単文
カラー / ブラック・ブラウン
サイズ /S(22.5-23.0)・M(23.5-24.0)・L(24.5-25.0)

素材：ＰＶＣ
パッケージ：箱入り
寸法：履き口周り 36.5cm 足首周り 32.0cm 筒丈 30.0cm
ヒール 1.0cm
重量（片足）：480ｇ ※寸法・重量 Ｍサイズ実寸
仕様：中敷き入り ( インヒール付き )

＊ 2ｃｍインヒール付き ＊
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アサヒ横綱
地下足袋シリーズ

斜面での作業や、農作業に最適
地面の感覚をしっかり足に伝え、サポートします

Ｎ ｅ ｗ

ビーチシューズに 3Ｌサイズ登場。大人が履きやすいカラーに一新

TS-335

ビーチシューズ

GT-3

GT-5

元払い単位 /80 足 単文
カラー / ブラック
サイズ /22.5 ㎝・23.0 ㎝・24.0 ㎝
24.5 ㎝・25.0 ㎝・25.5 ㎝
26.0 ㎝・27.0 ㎝

元払い単位 /80 足 単文
カラー / ブラック
サイズ /22.5 ㎝・23.0 ㎝・24.0 ㎝
24.5 ㎝・25.0 ㎝・25.5 ㎝
26.0 ㎝・27.0 ㎝・28.0 ㎝

・スポンジ中敷き・ロール厚底
・コーティング

・スポンジ中敷き・ロール底
・コーティング
・フマズ巻き上げ

GT-10

GT-12

５枚 馳

３枚 馳

元払い単位 /30 足 単文
カラー / ブラック・ネイビー・グリーン・迷彩グレー
サイズ /Ｓ（23.0-24.0ｃｍ）・Ｍ（24.0-25.0ｃｍ）・Ｌ（25.0-26.0ｃｍ）・ＬＬ（26.0-27.0ｃｍ）・3Ｌ（27.0-28.0ｃｍ）

素材：EVA スポンジ + ナイロン + 合成樹脂
パッケージ：ヘッダー・PP 袋
重量（片足）：200g ※重量 ＬＬサイズ
仕様 : 中敷き入り

１０枚 馳

１２枚 馳

元払い単位 /80 足 単文
カラー / ブラック
サイズ /24.0 ㎝・24.5 ㎝・25.0 ㎝
25.5 ㎝・26.0 ㎝・27.0 ㎝
28.0 ㎝

元払い単位 /80 足 単文
カラー / ブラック
サイズ /24.0 ㎝・24.5 ㎝・25.0 ㎝
25.5 ㎝・26.0 ㎝・27.0 ㎝
28.0 ㎝
・スポンジ中敷き・ロール底
・フマズ巻き上げ

・スポンジ中敷き・ロール底
・コーティング
・フマズ巻き上げ

FU 3002

コンパクトに持ち運びできて便利

MGM-1

MGM-7

先 丸 ５枚 馳

先 丸 マジック

先 丸 マジックロング

元払い単位 /80 足 単文
カラー / 紺
サイズ /22.5 ㎝・23.0 ㎝・23.5 ㎝・24.0 ㎝
24.5 ㎝

元払い単位 /80 足 単文
カラー / 紺
サイズ /22.5 ㎝・23.0 ㎝・23.5 ㎝・24.0 ㎝
24.5 ㎝・25.0 ㎝・25.5 ㎝・26.0 ㎝
27.0 ㎝

元払い単位 /80 足 単文
カラー / 紺
サイズ /22.5 ㎝・23.0 ㎝・23.5 ㎝・24.0 ㎝
24.5 ㎝・25.0 ㎝・25.5 ㎝・26.0 ㎝
27.0 ㎝

GM-5

バカンスシューズ
ここがＰＯＩＮＴ！

元払い単位 /60 足 単文
カラー / トリコロール・グレースニーカー・ブルーボーダー・イエローボーダー
サイズ /ＳＳ（22.0-22.5ｃｍ）・Ｓ（23.0-23.5ｃｍ）・Ｍ（24.0-24.5ｃｍ）
Ｌ（25.0-25.5ｃｍ）・ＬＬ（26.0-26.5ｃｍ）
・3Ｌ
（27.0-27.5ｃｍ）

ふんわり
踵クッション

汚れてもOK
ポーチ袋入り！ コンパクトに！

・スポンジ中敷き
・ロール底
・フマズ巻き上げ

素材：アッパー / ポリエステル ソール / 合成ゴム
パッケージ：PVC ポーチ袋入り
重量（片足）
：100g ※重量 Ｌ実寸
仕様：中敷き入り

※トリコロール ３Ｌ
グレースニーカー ＬＬ・３Ｌ
サイズ廃番です

・5 枚馳の高さ
・スポンジ中敷き
・ロール底

FC-1205

FC-1213

ソフトシューズロング

先丸

元払い単位 /40 足 単文
カラー / ブラック
サイズ /ＳＳ（21.5-22.0）・Ｓ（22.5-23.0）・Ｍ（23.5-24.0）
Ｌ（24.5-25.0）
・ＬＬ（25.5-26.0）
ＬＬＬ（26.5-27.0）
・素材：アッパー / ジャージ +CR スポンジ + ジャージ
底 / 合成ゴム
・5 枚馳の高さ
ストレッチに
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プールに

ビーチに

車内に

移動中に

オフィスに

旅行に

・7 枚馳の高さ
・スポンジ中敷き
・ロール底

ファスナー

元払い単位 /48 足 単文
カラー / ネイビー
サイズ /22.5 ㎝・23.0 ㎝・23.5 ㎝・24.0 ㎝
24.5 ㎝・25.0 ㎝・25.5 ㎝・26.0 ㎝
26.5 ㎝・27.0 ㎝・28.0 ㎝
・素材：アッパー / 綿
ソール / 合成ゴム
・前ファスナー・ロール底
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