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●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：BLACK・NAVY・GRAY
●サイズ：25.0cm～28.0cm(27.5cm無)
●素材：合成繊維
●エアー付軽量ソール・カップインソール

Men’s

●メーカー希望小売価格：\3,850(税込)
●カラー：BLACK・WHITE
●サイズ：25.0cm～27.0cm
●素材：合成皮革/合成繊維
●エアー付軽量ソール・カップインソール

Men’s

8203
Men’s

●メーカー希望小売価格：\2,750(税込)
●カラー：BLACK・NAVY・D.BROWN・IVORY
●サイズ：24.5cm～27.0cm
●素材：合成皮革
●カップインソール

9202
Men’s

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：BLACK・D.BROWN・BROWN
●サイズ：24.5cm～28.0cm(27.5cm無)
●素材：合成皮革
●軽量・カップインソール・ゆったり設計

2203
Men’s

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：BLACK・BEIGE
●サイズ：25.0cm～28.0cm(ハーフサイズ無)
●素材：合成皮革
●軽量・カップインソール

5206
Men’s

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：BLACK・TRICOLORE
●サイズ：S～LLL
●素材：合成皮革
●軽量・カップインソール・踵を踏んでも履ける

9252
Men’s

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：BLACK・D.BROWN
●サイズ：24.5cm～28.0cm(27.5cm無)
●素材：合成皮革+合成繊維
●軽量・4E・カップインソール・反射材
　 ゴム紐+ゴム付マジックベルト

※締め具合が調整出来る
　 ゴム付マジックベルト付

※ゴム紐仕様で更に履きやすく！

9253
Men’s

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：BLACK・D.BROWN
●サイズ：24.5cm～28.0cm(27.5cm無)
●素材：合成皮革+合成繊維
●軽量・4E・カップインソール・反射材

9254
Men’s

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：WHITE・BLACK
●サイズ：24.5cm～28.0cm(27.5cm無)
●素材：合成皮革+合成繊維
●軽量

2200 New 2201 New
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0203
Men’s

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：WHITE・BLACK
●サイズ：24.5cm～28.0cm(27.5cm無)
●素材：合成皮革+合成繊維
●軽量・4E・反射材・衝撃吸収インソール

0204
Men’s

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：WHITE・BLACK
●サイズ：24.5cm～28.0cm(27.5cm無)
●素材：合成皮革+合成繊維
●軽量・4E・反射材・衝撃吸収インソール

0217
Men’s

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：WHITE
●サイズ：24.5cm～28.0cm(27.5cm無)
●素材：合成皮革+合成繊維
●軽量・4E・反射材・衝撃吸収インソール

Ladies’

0103

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：WHITE・BLACK
●サイズ：22.5cm～24.5cm
●素材：合成皮革+合成繊維
●軽量・3E・反射材・衝撃吸収インソール

Ladies’

0104

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：WHITE・BLACK
●サイズ：22.5cm～24.5cm
●素材：合成皮革+合成繊維
●軽量・3E・反射材・衝撃吸収インソール

Ladies’

0117

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：WHITE
●サイズ：22.5cm～24.5cm
●素材：合成皮革+合成繊維
●軽量・3E・反射材・衝撃吸収インソール

5109

●メーカー希望小売価格：\2,750(税込)
●カラー：NAVY・GRAY
●サイズ：22.5cm～25.0cm
●素材：GRAY(合成繊維)・NAVY(キャンバス)
●軽量・カップインソール

Ladies’

5150

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：WHITE・BLACK
●サイズ：22.5cm～25.0cm
●素材：合成皮革
●カップインソール・エアー付ソール

Ladies’

●メーカー希望小売価格：\2,750(税込)
●カラー：白/紺・紺/紺
●サイズ：22.5cm～28.0cm(27.5cm無)
●素材：キャンバス
●ラバーソール

Men’s & Ladies’
 

ヤングエリート ゴム付
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Men’s

5416
Men’sMen’s

0450

●メーカー希望小売価格：\4,400(税込)
●カラー：BLACK・BROWN
●サイズ：24.5cm～27.0cm
●素材：合成皮革
●軽量・防滑・クッション中敷き・良屈曲・ファスナー付

Men’s

0451

●メーカー希望小売価格：\4,400(税込)
●カラー：BLACK
●サイズ：24.5cm～27.0cm
●素材：合成皮革
●軽量・防滑・クッション中敷き・良屈曲

5417
Men’s

●メーカー希望小売価格：\4,400(税込)
●カラー：BLACK・D.BROWN
●サイズ：24.5cm～28.0cm(27.5cm無)
●素材：合成皮革
●幅広・エア付ソール

9430
Men’s

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：BLACK・D.BROWN
●サイズ：24.5cm～27.0cm
●素材：合成皮革
●軽量・抗菌/消臭中敷き・エア付ソール

9431
Men’s

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：BLACK・D.BROWN
●サイズ：24.5cm～27.0cm
●素材：合成皮革
●軽量・抗菌/消臭中敷き・エア付ソール

●メーカー希望小売価格：\3,850(税込)
●カラー：NAVY・KHAKI
●サイズ：24.5cm～27.0cm
●素材：キャンバス
●軽量・クッション中敷き

Men’s

0410 8403

●メーカー希望小売価格：\4,400(税込)
●カラー：BLACK・D.BROWN・NAVY
●サイズ：24.5cm～27.0cm
●素材：合成皮革/本革(甲の部分のみ)
●クッション中敷き
   防水仕様（接地面から4cm/4時間防水)

●メーカー希望小売価格：\4,400(税込)
●カラー：BLACK・KHAKI
●サイズ：24.5cm～28.0cm(27.5cm無)
●素材：合成皮革
●幅広・エア付ソール
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1402
Men’s

●メーカー希望小売価格：\4,400(税込)
●カラー：BLACK・D.BROWN
●サイズ：24.0cm～27.0cm
●素材：合成皮革
●防滑・抗菌/防臭・良屈曲・衝撃吸収中敷き
   4E・防水仕様(接地面から4cm/6時間防水)

Men’sMen’s

4401
Men’s

●メーカー希望小売価格：\4,400(税込)
●カラー：BLACK
●サイズ：24.5cm～28.0cm(27.5cm無)
●素材：合成皮革
●超軽量・カップインソール

●メーカー希望小売価格：\4,400(税込)
●カラー：BLACK
●サイズ：25.0cm～27.0cm
●素材：合成皮革
●超軽量・カップインソール

●メーカー希望小売価格：\4,400(税込)
●カラー：BLACK・BROWN
●サイズ：24.5cm～28.0cm(27.5cm無)
●素材：合成皮革
●超軽量・カップインソール

●メーカー希望小売価格：\3,850(税込)
●カラー：BLACK
●サイズ：24.5cm～28.0cm(27.5cm無)
●素材：合成皮革
●カップインソール

Men’s

7417

●メーカー希望小売価格：\3,850(税込)
●カラー：BLACK
●サイズ：24.5cm～28.0cm(27.5cm無)
●素材：合成皮革
●カップインソール

Men’s

7416

●メーカー希望小売価格：\3,850(税込)
●カラー：BLACK
●サイズ：24.5cm～27.0cm
●素材：合成皮革+本革(甲部分)
●軽量・クッション中敷き

9463
Men’s Men’s

9464

●メーカー希望小売価格：\3,850(税込)
●カラー：BLACK
●サイズ：24.5cm～27.0cm
●素材：合成皮革+本革(甲部分)
●軽量・クッション中敷き

0408 0409

1416
Men’s

1417
Men’s

●メーカー希望小売価格：\4,950(税込)
●カラー：BLACK・D.BROWN
●サイズ：24.5cm～27.0cm
●素材：合成皮革
●超軽量・クッション中敷き
   防水仕様(接地面から4cm/4時間防水)

●メーカー希望小売価格：\4,950(税込)
●カラー：BLACK・D.BROWN
●サイズ：24.5cm～27.0cm
●素材：合成皮革
●超軽量・クッション中敷き
   防水仕様(接地面から4cm/4時間防水)
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Men’s

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：BLACK・D.BROWN
●サイズ：S～LL
●素材：合成皮革
●軽量・クッション天板

●メーカー希望小売価格：\3,850(税込)
●カラー：BLACK・D.GRAY・BROWN・BEIGE
●サイズ：24.5cm～27.0cm
●素材：合成繊維
●軽量・カップインソール

Men’s

74534251

●メーカー希望小売価格：\4,950(税込)
●カラー：NAVY・GRAY
●サイズ：24.5cm～28.0ｃｍ(27.5cm無)
●素材：合成皮革+合成繊維
●反射材・防水仕様（接地面から4cm/4時間防水)

Men’s

4252

●メーカー希望小売価格：\4,950(税込)
●カラー：BLACK・OLIVE
●サイズ：24.5cm～28.0ｃｍ(27.5cm無)
●素材：合成皮革+合成繊維
●反射材・防水仕様（接地面から4cm/4時間防水)

Men’s

5

●メーカー希望小売価格：\2,750(税込)
●カラー：BLACK・D,BROWN・WHITE
●サイズ：S～LL
●素材：合成皮革
●ソフト天板

Men’s

7808

●メーカー希望小売価格：\2,750(税込)
●カラー：BLACK・NAVY・TRICOLORE
●サイズ：S～LL
●素材：合成皮革
●ソフト天板

Men’s

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：BLACK・D.BROWN・OAK
●サイズ：24.5cm～27.0cm
●素材：合成皮革+合成繊維
●エア付軽量ソール・カップインソール
　 踵を踏めるキックバック仕様

Men’s

9820 7814
Men’s

●メーカー希望小売価格：\3,850(税込)
●カラー：BLACK・D.BROWN・WHITE
●サイズ：24.5cm～27.0cm
             BLACKのみ28.0cm有
●素材：合成皮革
●ジュート天板・甲ゴム入り

8807
Men’s

●メーカー希望小売価格：\3,850(税込)
●カラー：BLACK
●サイズ：24.5cm～28.0cm(27.5cm無)
●素材：合成皮革
●ジュート天板・マジック付

7809



6

Men’s Men’s Men’s

Men’s
1700 1701

●メーカー希望小売価格：\3,850(税込)
●カラー：BLACK
●サイズ：S～LL
●素材：合成樹脂
●防水仕様・ファスナー付

Men’s
2701

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：BLACK・NAVY
●サイズ：M～LLL
●素材：合成樹脂
●完全防水

Men’s
2702

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：BLACK
●サイズ：S～LL
●素材：合成樹脂
●防水仕様(接地面から5cmまで防水)

Men’sNew New

●メーカー希望小売価格：\2,750(税込)
●カラー：BLACK
●サイズ：S～LL
●素材：合成樹脂
●防水仕様

Men’s

9700

●メーカー希望小売価格：\4,950(税込)
●カラー：BLACK・KHAKI
●サイズ：M～LL
●素材：合成ゴム
●防水仕様・メリヤス裏（吸汗速乾)

Men’s

0707

●メーカー希望小売価格：\4,400(税込)
●カラー：BLACK・KHAKI
●サイズ：M～LLL
●素材：合成ゴム
●防水仕様・メリヤス裏（吸汗速乾)・反射材

Men’s

8707

●メーカー希望小売価格：\4,400(税込)
●カラー：BLACK・NAVY
●サイズ：M～LLL
●素材：合成ゴム
●防水仕様・メリヤス裏（吸汗速乾)・反射材

Men’s

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：BLACK
●サイズ：S～LL
●素材：合成ゴム
●防水仕様・メリヤス裏(吸汗速乾)・下駄箱サイズ

2700 New 0706

0602

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：BLACK
●サイズ：24.0cm～28.0cm(27.5cm無)
●素材：合成樹脂
●防水仕様

●メーカー希望小売価格：\4,400(税込)
●カラー：BLACK
●サイズ：S～LLL
●素材：合成樹脂
●防水仕様(接地面から5cmまで防水)

9758

●メーカー希望小売価格：\4,400(税込)
●カラー：BLACK
●サイズ：M～LL
●素材：合成ゴム
●防水仕様(接地面から履き口まで防水)・反射材



Junior/Boy’s

9730

●メーカー希望小売価格：\2,750(税込)
●カラー：BLACK
●サイズ：19.0cm～23.0cm(ハーフサイズ無)
●素材：合成樹脂
●完全防水

●メーカー希望小売価格：\2,750(税込)
●カラー：PINK
●サイズ：19.0cm～23.0cm(ハーフサイズ無)
●素材：合成樹脂
●完全防水

Junior/Girl’s

9740
Kid’s/Boy’s

8703

●メーカー希望小売価格：\2,750(税込)
●カラー：BLACK・NAVY
●サイズ：14.0cm～18.0cm(ハーフサイズ無)
●素材：合成樹脂
●完全防水

Kid’s/Girl’s

●メーカー希望小売価格：\2,750(税込)
●カラー：RED・PINK
●サイズ：14.0cm～18.0cm(ハーフサイズ無)
●素材：合成樹脂
●完全防水

8702
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●カタログに掲載されている価格は、全てメーカー希望小売価格です。
●記載されている商品の仕様・価格は予告無しに変更される場合がございます。
●商品の色は、印刷インクの性質上、実際と多少異なる場合がございますので予めご了承下さい。
●商品についての問い合わせは、本社までご連絡下さい。

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：BLACK・NAVY・RED
●サイズ：15.0cm～23.0cm(ハーフサイズ無)
●素材：合成樹脂(伸縮)+合成ゴム
●防水仕様(接地面から履き口まで防水)

1730

●メーカー希望小売価格：\2,750(税込)
●カラー：BLACK・NAVY
●サイズ：19.0～24.0cm(ハーフサイズ無)
●素材：合成樹脂
●完全防水

Junior

Ladies’

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：BLACK・NAVY
●サイズ：S～LL
●素材：合成樹脂
●完全防水

Ladies’

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：BLACK・KHAKI
●サイズ：S～L
●素材：合成樹脂
●防水仕様(接地面から5cmまで防水)

5705
Ladies’

●メーカー希望小売価格：\2,750(税込)
●カラー：BLACK・KHAKI
●サイズ：S～L
●素材：合成樹脂
●完全防水

9774

Kid’s & Junior/Boy’s

1731
Kid’s & Junior/Girl’s

1741

●メーカー希望小売価格：\3,300(税込)
●カラー：NAVY
●サイズ：15.0cm～23.0cm(ハーフサイズ無)
●素材：合成樹脂(伸縮)+合成ゴム
●防水仕様(接地面から履き口まで防水)

2711 New


