
 

 

 

                                                                                                       

 

フィンコンフォート 

サンダル（ドイツ） 

 

ドイツを代表する世界的な

健康靴メーカーで、当店の看

板ブランドです 

   
 フィンコンフォート 2655 ２８，３５０円 

ヒールありタイプ・ホールド強い／人気定番 

フィンコンフォート 2655 ２８，３５０円 

ヒールありタイプ・ホールド強い／人気定番 

フィンコンフォート 2655 ２８，３５０円 

ヒールありタイプ・ホールド強い／人気定番 

    
フィンコンフォート 2660 ２９．４００円 

ヒールのあるサンダルタイプ／人気定番 

フィンコンフォート 2660 ２９．４００円 

ヒールのあるサンダルタイプ／人気定番 

フィンコンフォート 2660 ２９．４００円 

ヒールのあるサンダルタイプ／人気定番 

フィンコンフォート 2660 ２９．４００円 

ヒールのあるサンダルタイプ／人気定番 

    
フィンコンフォート 2667 ２８．３５０円 

ヒールのあるサンダルタイプ 

フィンコンフォート 2667 ２８．３５０円 

ヒールのあるサンダルタイプ 

フィンコンフォート 2534 ２８，３５０円 

ヒールありタイプ・ホールド強い 

フィンコンフォート 2534 ２８，３５０円 

ヒールありタイプ・ホールド強い 

  

 

フィンコンフォート 

メンズ・サンダル（ドイツ） 

 

ドイツを代表する世界的な

健康靴メーカーで、当店の看

板ブランドです 

 
フィンコンフォート 2666 ３２．５５０円 

ヒールのあるサンダルタイプ／爪先塞がり 

フィンコンフォート 2666 ３２．５５０円 

ヒールのあるサンダルタイプ／爪先塞がり 

 フィンコンフォート 81518 ２８．３５０円 

安定感のあるメンズ・サンダル 

 

フィンナミック 

（ドイツ） 

 

フィンコンフォートに特に

「歩行のサポート機能」を 

意識したラインです 

   
 フィンコンフォート 29** ４４．１００円 

ネット掲載不可商品/チャック付き 

フィンコンフォート 29** ４４．１００円 

ネット掲載不可商品/チャック付き 

フィンコンフォート 29** ４４．１００円 

ネット掲載不可商品/チャック付き 

    

フィンコンフォート 2915 ４３．０５０円 

快適歩行のフィンナミック／チャック付き 

フィンコンフォート 2915 ４３．０５０円 

快適歩行のフィンナミック／チャック付き 

フィンコンフォート 2915 ４３．０５０円 

快適歩行のフィンナミック／チャック付き 

フィンコンフォートは、足の個性に合わせた

「オーダーインソール」をセットできます 

ブラウン・写真なし 



 

 

 

    

    

                                                                                                       

 

フィンコンフォート 

（ドイツ） 

 

ドイツを代表する世界的な

健康靴メーカーで、当店の看

板ブランドです 

   
 フィンコンフォート 2054 ３５．７００円 

ヒールのあるシューズタイプ／人気定番 

フィンコンフォート 2054 ３５．７００円 

ヒールのあるシューズタイプ／人気定番 

フィンコンフォート 2661 ３４．６５０円 

ヒールのあるパンプス調タイプ／人気定番 

 

ロダ＆シューカラー 

（イタリア） 
 

イタリアのハンドメイドで

すが、日本人の足の合わせた

木型を使用し、オーダーイン

ソールのセットも可能です 
   

 ロダ RF15 ４５．１５０円 

イタリア製・足幅のある方向け／人気商品 

ロダ RF15 ４５．１５０円 

イタリア製・足幅のある方向け／人気商品 

ロダ RF15 ４５．１５０円 

イタリア製・足幅のある方向け／人気商品 

   

ラマノデ・ケン 

（日 本） 

 

ヒールタイプでシャープな

外観なのですが、厚いインソ

ールがセットしてあり足の

個性に合わせて、いろいろな

調整できます 

ロダ RF35 ４５．１５０円 

イタリア製・足幅のある方向け／新デザイン 

ロダ RF35 ４５．１５０円 

イタリア製・足幅のある方向け／新デザイン 

ロダ RF35 ４５．１５０円 

イタリア製・足幅のある方向け／新デザイン 

 

    
ラマノデ・ケン JP11 ４３，０５０円 

個性に対応したオーダーインソール入り 

ラマノデ・ケン JP11 ４３，０５０円 

個性に対応したオーダーインソール入り 

ラマノデ・ケン JP08 ４４，１００円 

個性に対応したオーダーインソール入り 

ラマノデ・ケン JP08 ４４，１００円 

個性に対応したオーダーインソール入り 

 

バベーネ（スイス） 

 

関東の百貨店などでは定番

のブランドで、美しさと履き

心地を調和させた「歩けるヒ

ール」です 

   
 バベーネ Ｂ519 ４８．３００円 

美しさと履き心地が調和したスイスブランド 

バベーネ Ｂ519 ４８．３００円 

美しさと履き心地が調和したスイスブランド 

バベーネ Ｂ519 ４８．３００円 

美しさと履き心地が調和したスイスブランド 

    
バベーネ OH28 ４６．２００円 

美しさと履き心地が調和したスイスブランド 

バベーネ OH28 ４６．２００円 

美しさと履き心地が調和したスイスブランド 

バベーネ OH28 ４６．２００円 

美しさと履き心地が調和したスイスブランド 

バベーネ OH28 ４６．２００円 

美しさと履き心地が調和したスイスブランド 



 

 

 

    

                                                                                                       

    
バベーネ P508 ４６．２００円 

美しさと履き心地が調和したスイスブランド 

バベーネ P508 ４６．２００円 

美しさと履き心地が調和したスイスブランド 

バベーネ P508 ４６．２００円 

美しさと履き心地が調和したスイスブランド 

バベーネ バック ５０．４００円 

ブランドコンセプトに合わせたバックです 

    
バベーネ P K346 ５３．５５０円 

美しさと履き心地が調和したスイスブランド 

バベーネ P K546 ５３．５５０円 

美しさと履き心地が調和したスイスブランド 

バベーネ P K546 ５３．５５０円 

美しさと履き心地が調和したスイスブランド 

バベーネ バック ５０．４００円 

ブランドコンセプトに合わせたバックです 

ティエリー・ラボタン 

（イタリア） 

 

最上級の素材と技術、最高度

なセンスが結晶したイタリア

のブランドです･･･そして、し

っかりと歩けます！ 
   

 ティエリーラボタン 245M ５０．４００円 

美しさと履き心地が調和したイタリアンブランド 

ティエリーラボタン 246M ５０．４００円 

美しさと履き心地が調和したイタリアンブランド 

ティエリーラボタン 7631M ５０．４００円 

美しさと履き心地が調和したイタリアンブランド 

    
ティエリーラボタン 9246M ５２．５００円 

美しさと履き心地が調和したイタリアンブランド 

ティエリーラボタン 9246M ５２．５００円 

美しさと履き心地が調和したイタリアンブランド 

ティエリーラボタン 9246M ５２．５００円 

美しさと履き心地が調和したイタリアンブランド 

ティエリーラボタン 7631M ５０．４００円 

美しさと履き心地が調和したイタリアンブランド 

  

 

シュリット・クラッセ 

（イタリア） 

 

同じく関東の百貨店などで

は定番のブランドで、イタリ

アらしいハンドメイドの「歩

けるヒール」です  

ティエリーラボタン 2734 ５０．４００円 

美しさと履き心地が調和したイタリアンブランド 

ティエリーラボタン 2734 ５０．４００円 

美しさと履き心地が調和したイタリアンブランド 

 クラッセ 119-7 ４６．２００円 

美しさと履き心地が調和したイタリアンブランド 

    
クラッセ 1621 ５１．４５０円 

美しさと履き心地が調和したイタリアンブランド 

クラッセ 1705 ５２，５００円 

美しさと履き心地が調和したイタリアンブランド 

クラッセ 1706 ５０，９２５円 

美しさと履き心地が調和したイタリアンブランド 

クラッセ 1712 ４９，８７５円 

美しさと履き心地が調和したイタリアンブランド 



 

 

 

    

    

                                                                                                       

キャンデース・クーパー 

（イタリア） 

 

イタリア製ハンドメイドの

レディーススニーカー。高い

質感と軽快な履き心地が特

徴です 

   
 C・クーパー RockAnge ２７．８２５円 

カジュアルウォークの新ブランド 

C・クーパー RockAnge ２７．８２５円 

カジュアルウォークの新ブランド 

C・クーパー RockLaster ３３．６００円 

カジュアルウォークの新ブランド 

    
C・クーパー Rocklook ３６．７５０円 

カジュアルウォークの新ブランド 

C・クーパー Rocklook ３６．７５０円 

カジュアルウォークの新ブランド 

C・クーパー  ForceBoro ３２．５５０円 

カジュアルウォークの新ブランド 

だだいま、メンズをテスト中／メンズは、秋

から展開いたしますので、ご期待ください！ 

 

ストレッチウォーカー 

（オランダ） 
 

テーマは「エクササイズしな

がら楽しくウォーキング」。 

歩くことが楽しくなる、当店

定番のブランドです 
   

 ストレッチウォーカー アーレス ３４．５６０円 

エクササイズウォークの定番／チャック付き 

ストレッチウォーカー アーレス ３４．５６０円 

エクササイズウォークの定番／チャック付き 

ストレッチウォーカー アーレス ３４．５６０円 

エクササイズウォークの定番／チャック付き 

    

ストレッチウォーカー プルート ３１．５００円 

エクササイズウォークの定番ブランド 

ストレッチウォーカー プルート ３１．５００円 

エクササイズウォークの定番ブランド 

ストレッチウォーカー プルート ３１．５００円 

エクササイズウォークの定番ブランド 

ストレッチウォーカーは、足の個性に合わせた

「オーダーインソール」をセットできます 

メディカルウォーク 

（日 本） 

 

ゴアテックスによる防水機

能とスクリュー状のヒール

による膝の負担軽減を実現

した長距離ウォーキング 
   

 メディカルウォーク ２３．１００円 

ゴアテックス採用の本格ウォーキング 

メディカルウォーク ２３．１００円 

ゴアテックス採用の本格ウォーキング 

メディカルウォークは、足の個性に合わせた 

「オーダーインソール」をセットできます 

 

スナイプ（スペイン） 

 

ヨーロッパ最新のカジュア

ルウォークブランドです。 

見た目そのままの「軽い履き

心地」の新ブランドです 
   

 スナイプ 424-4203 ２６．２５０円 

カジュアルウォークのスペインブランド 

スナイプ 424-4203 ２６．２５０円 

カジュアルウォークのスペインブランド 

当店のお靴達は、全て修理が可能です。ご依頼は高

度な技術を持つ当店まで、お待ちしております。 

ブラウン・写真なし 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

   
ダームリング S0217/119 １３，１２５円 

ドイツ製サンダルで指を使って、健やかな足に！ 

ダームリング S0217-189 １３，１２５円 

ドイツ製サンダルで指を使って、健やかな足に！ 

ダームリング S0215-113 １３，１２５円 

ドイツ製サンダルで指を使って、健やかな足に！ 

ダームリング S0136-326 １２，６００円 

ドイツ製サンダルで指を使って、健やかな足に！ 

 
   

ダームリング 2938/142 １５，２２５円 

ドイツ製 お子様の健やかな成長をサポート 

ダームリング 1396/132 １５，２２５円 

ドイツ製 お子様の健やかな成長をサポート 

ダームリング 4218/187 １５，２２５円 

ドイツ製 お子様の健やかな成長をサポート 

新ダームリングちゃん 

ドイツの展示会場でもらいました 

 
   

リトルマリー41026514 レート計算中 

フランス製 サンダルで指を使って健やかな足に！ 

リトルマリー41026365 レート計算中 

フランス製 お子様の健やかな成長をサポート 

リトルマリー41026589 レート計算中 

フランス製 お子様の健やかな成長をサポート 

リトルマリー41026408 レート計算中 

フランス製 サンダルで指を使って健やかな足に！ 

  
  

プリミジ 75931/00 １３，６５０円 

イタリア製 お子様の健やかな成長をサポート 

プリミジ 50601/00 １３，６５０円 

イタリア製 お子様の健やかな成長をサポート 

プリミジ 81331/77 １３，６５０円 

イタリア製 お子様の健やかな成長をサポート 

プリミジ 81332/77 １３，６５０円 

イタリア製 お子様の健やかな成長をサポート 

    
プリミジ 近日入荷 レート計算中 

イタリア製 お子様の健やかな成長をサポート 

プリミジ 近日入荷 レート計算中 

イタリア製 お子様の健やかな成長をサポート 

プリミジ 近日入荷 レート計算中 

イタリア製 お子様の健やかな成長をサポート 

プリミジ 近日入荷 レート計算中 

イタリア製 お子様の健やかな成長をサポート 

  

シューズ クラトミ 大濠公園店 
〒810-0062 １  シールズ１Ｆ   TEL: 092-791-8542  

(営業時間 10 時 19 時まで 定休/４月は毎週水曜日が定休日です) 

 H P: http://kuratomi.info/ シューズクラトミの Facebook も始めました！ご予約状況など毎朝 しいてます！ 
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