
 

 

 

                                                                                                       

 

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 2913 ４３，０５０円 

歩行をサポートするフィンナミック 

フィンコンフォート 2913 ４３，０５０円 

歩行をサポートするフィンナミック 

フィンコンフォート 2913 ４３，０５０円 

歩行をサポートするフィンナミック 

   

フィンコンフォート 2925 ４３，０５０円 

歩行をサポートするフィンナミック 

フィンコンフォート 2925 ４３，０５０円 

歩行をサポートするフィンナミック 

フィンコンフォート 2915 ４３，０５０円 

歩行をサポートするフィンナミック 

フィンコンフォート 2909 ３８，８５０円 

歩行をサポートするフィンナミック 

    
フィンコンフォート 2932 ３７，８００円 

歩行をサポートするフィンナミック 

フィンコンフォート 2932 ３７，８００円 

歩行をサポートするフィンナミック 

フィンコンフォート 2917 ４４，１００円 

歩行をサポートするフィンナミック 

フィンコンフォート 2917 ４４，１００円 

歩行をサポートするフィンナミック 

 

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 2062 ３５，７００円 

ヒールタイプのあるタイプ・ワンストラップ 

フィンコンフォート 2062 ３５，７００円 

ヒールタイプのあるタイプ・ワンストラップ 

フィンコンフォート 2062 ３５，７００円 

ヒールタイプのあるタイプ・ワンストラップ 

   
フィンコンフォート 82763 ３６．７５０円 

ヒールタイプのあるタイプ・マシック式 

フィンコンフォート 82763 ３６．７５０円 

ヒールタイプのあるタイプ・マシック式 

フィンコンフォート 2054 ３５，７００円 

ヒールタイプのあるタイプ・マシック式 

フィンコンフォート 2054 ３５，７００円 

ヒールタイプのあるタイプ・マシック式 

    
フィンコンフォート 2056 ３５，７００円 

ヒールタイプのあるスニーカータイプ 

フィンコンフォート 2056 ３５，７００円 

ヒールタイプのあるスニーカータイプ 

フィンコンフォート 2441 ４３．０５０円 

ヒールタイプのあるタイプ・サイドチャック 

フィンコンフォート 2441 ４３．０５０円 

ヒールタイプのあるタイプ・サイドチャック 



 

 

 

    

                                                                                                       

   

 

フィンコンフォート 82764 ４３．０５０円 

少しだけヒールあり・ダブルファスナー 

フィンコンフォート 82764 ４３．０５０円 

少しだけヒールあり・ダブルファスナー 

フィンコンフォート 82764 ４３．０５０円 

少しだけヒールあり・ダブルファスナー 

 

フィンコンフォート 2210 ４９．３５０円 

内ボアでフィット感高し・サイドファスナー 

フィンコンフォート 2210 ４９．３５０円 

内ボアでフィット感高し・サイドファスナー 

本ブランドは、お客様の足のお悩みに合わせ

て「オーダーインソール」をセットできます 

フィンコンフォート 2200 ５４．６００円 

内ボアでフィット感高し・サイドファスナー 

 

シュナイダー 

（スイス） 

 

細い足・柔らかい足の女性に

特化した、スイスの高品位ブ

ランドです 
 

  

 シュナイダー 626-845 ５６，７００円 

細身の方の定番ブーツ・サイドファスナー 

  
シュナイダー 258-845 ４６，２００円 

細身の方の定番パンプス・オリジナルカラー 

シュナイダー 258-845 ４６，２００円 

細身の方の定番パンプス・新カラー 

シュナイダー 777-837 ７３，５００円 

細身の方の定番ブーツ・サイドファスナー 

シュナイダー 777-837 ７３，５００円 

細身の方の定番ブーツ・サイドファスナー 

 

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 E629 ５４．６００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 E529 ５４．６００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 T465 ６６．１５０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 T465 ６６．１５０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 B412 ６３．０００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 V894 ８５．０５０円 

美しさと履き心地が調和したスイスブランド 



    

 

 

 

 

                                                                                                       

 

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  

ミドル丈ブーツ 

 

 

 クラッセ 1629-556 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 1621-541 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 

 

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＆シューカラー S910 ３５．７００円 

カジュアルコンフォートのイタリアンブランド 

ロダ＆シューカラー S910 ３５．７００円 

カジュアルコンフォートのイタリアンブラン 

クラッセ 7626-282 ８８．２００円 

美しさと履き心地が調和したイタリアンブランド 

 

 

 

 

 

 

 
ロダ＆シューカラー RQ14 ３６．７５０円 

カジュアルコンフォートのイタリアンブラン 

 

ロダ＆シューカラー RF28 ４８．３００円 

カジュアルコンフォートのイタリアンブランド 

ロダ＆シューカラー RF29 ４８．３００円 

カジュアルコンフォートのイタリアンブランド 

ロダ＆シューカラー RC38 ４７．２５０円 

カジュアルコンフォートのイタリアンブランド 

ロダ＆シューカラー RQ14 ３６．７５０円 

カジュアルコンフォートのイタリアンブラン 

    
ロダ＆シューカラー JP004 ４２．０００円 

カジュアルコンフォートのイタリアンブランド 

ロダ＆シューカラー JP004 ４２．０００円 

カジュアルコンフォートのイタリアンブランド 

本ブランドは、お客様の足のお悩みに合わせ

て「オーダーインソール」をセットできます 

ラマノデケン 880 ４２．０００円 

ロダと同じ商社が扱うコンフォートパンプス 

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 201G ４７．７７５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 201G ４７．７７５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 4424 ５９．３２５円 

美しさと履き心地が調和したイタリアンブランド 



    

 

 

 

    

                                                                                                       

  

 

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 
  

ティエリーラボタン 210M 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 

ティエリーラボタン 210M 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 

 スナイプ 415114-06 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 415114-03 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 415114-02 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 428116 ３０．９７５円 

カジュアルウォークのスペインブランド 

スナイプ 428116 ３０．９７５円 

カジュアルウォークのスペインブランド 

 

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 ３２．５５０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 アーレス ３２．５５０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 アーレス ３２．５５０円 

エクササイズウォークの定番ブランド 

  

 

ゾリドォス（ドイツ） 

 

ドイツ健康靴の定番プラン

ド・冬場に好評なＺ式ベロク

ロタイプを今回、復刻いたし

ました 
 

ストレッチウォーカー マーズ ２８．３５０円 

エクササイズウォークの定番ブランド 

本ブランドは、お客様の足のお悩みに合わせ

て「オーダーインソール」をセットできます 

 ゾリドォス 31140 ３９，９００円 

ドイツ健康靴の定番ブランド 

  

 

ブルックス（アメリカ） 

 

特殊なクッション材「DNA」

がスピードや体重に合わせ

て、柔らかさをコントロール

し、様々な用途に対応します 
 

ゾリドォス 31140 ３９，９００円 

ドイツ健康靴の定番ブランド 

本ブランドは、お客様の足のお悩みに合わせ

て「オーダーインソール」をセットできます 

 ブルックス Glycerin9 １４．７００円 

アメリカを代表するランニングブランド 

    

ブルックス Glycerin9 １４．７００円 

アメリカを代表するランニングブランド 

ブルックス Glycerin9 １４．７００円 

アメリカを代表するランニングブランド 

ブルックス Glycerin9 １４．７００円 

アメリカを代表するランニングブランド 

本ブランドは、お客様の足のお悩みに合わせ

て「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 



    

    

 

 

クリスピー（イタリア） 

 

ロングウォークから里山歩

きまでこなす本格ウォーキ

ングシューズ…ゴアテック

ス採用で完全防水仕様 
   

ストレッチウォーカー プルート ２８．３５０円 

エクササイズウォークの定番ブランド 

クリスピー オールオーバー ３３．６００円 

ロングウォーキングの新ブランド 

クリスピー オールオーバー ３３．６００円 

ロングウォーキングの新ブランド 

クリスピー オールオーバー ３３．６００円 

ロングウォーキングの新ブランド 

 

 

今年はお客様よりのご要望

に答えて、内張りがボアタイ

プの本格的な「防寒ブーツ」

をご用意いたしました。 

この他にもゴアテックタイ

プが入荷致します。 
   

本ブランドは、お客様の足のお悩みに合わせ

て「オーダーインソール」をセットできます  CALAFE 12671 ２９．４００円 

内張りがボア・履口を折り返しても履けます 
CALAFE 12671 ２９．４００円 

内張りがボア・履口を折り返しても履けます 

                                                                                                  

    
プリミジ 50601 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 50604 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 64501 １３，６５０円 

イタリア製 お子様の健やかな成長をサポート 

ダームリング 0508-130 １３，８６０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 0508-130 １３，８６０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 1524-330 １４，７００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 0718-130 １５，７５０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 0718-130 １５，７５０円 

ドイツ製 お子様の健やかな成長をサポート！ 

    
プリミジ 77013 １６，８００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 77013 １６，８００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 77013 １６，８００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 7440347 １６，８００円 

イタリア製 お子様の健やかな成長をサポート 

  

 

 

子供靴については、まだ入荷

がございますので、随時、ブ

ログなとでご案内してまいり

たく思います 
 

 
プリミジ 7673000 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 7672000 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 

 
ダームリングちゃん 

グレー・写真なし 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

  

  
秋秋冬冬新新作作カカタタロロググおお送送りりししまますす  

  

秋秋冬冬新新作作ののカカタタロロググををおお送送りり致致ししまますす。。  

  

今今回回もも春春にに続続きき「「ドドイイツツ健健康康靴靴・・ブブーーツツ」」「「ヨヨーーロロッッパパ製製子子供供靴靴」」のの種種類類をを増増ややししつつつつ、、ここれれ

にに加加ええてて、、イイタタリリアア・・ススイイススよよりり「「快快適適にに履履けけるる・・歩歩けけるる  美美ししいい靴靴」」をを数数多多くくラライインンナナッッププ

致致ししままししたた。。  

  

いいずずれれももここれれままでで関関東東のの一一部部店店舗舗ででししかか、、取取りり扱扱ええななかかっったたククオオリリテティィにに妥妥協協ししなないいブブラランンドド

ばばかかりりでですす。。  

そそししててままたた、、そそのの在在庫庫量量もも当当店店はは日日本本有有数数ののレレベベルルででああるるとと自自負負いいたたししてておおりりまますす。。  

  

今今後後もも当当社社はは福福岡岡のの地地にに「「ヨヨーーロロッッパパのの靴靴のの最最先先端端」」のの提提案案をを続続けけててままいいるる所所存存ででごござざいいまますす。。  

        

        

営営業業時時間間がが変変更更ににななっってておおりりまますす  
  

午午午午午午午午前前前前前前前前 1111111100000000 時時時時時時時時よよよよよよよよりりりりりりりり「「「「「「「「午午午午午午午午後後後後後後後後 88888888 時時時時時時時時」」」」」」」」ままままままままでででででででで        

（（（（（（（（定定定定定定定定休休休休休休休休日日日日日日日日はははははははは「「「「「「「「月月月月月月月月にににににににに 11111111 日日日日日日日日程程程程程程程程度度度度度度度度」」」」」」」」・・・・・・・・不不不不不不不不定定定定定定定定休休休休休休休休でででででででですすすすすすすす））））））））        

変変更更ししてて半半年年経経過過いいたたししままししたたがが、、会会社社帰帰りりののおお客客様様やや観観光光ななどどででののごご遠遠方方よよりりののおお客客様様にに、、

大大変変好好評評をを頂頂いいてておおりりまますす。。  

  

今今後後ももおお客客様様ののごご利利便便をを考考ええてて、、色色々々なな事事をを実実行行ししてて行行ききたたくく思思いいまますす。。  

九九州州のの地地にに「「足足ももととかかららのの健健康康」」をを提提案案すするる、、当当社社ををよよろろししくくおお願願いい申申しし上上げげまますす。。 

シシュューーズズククララトトミミ  大大濠濠公公園園店店  TTEELL::  009922--779911--88554422  

〒〒881100--00006622  福福岡岡県県福福岡岡市市中中央央区区荒荒戸戸１１丁丁目目５５－－２２００  シシーールルズズ１１ＦＦ  ((1100 時時～～2200 時時迄迄))  

HH  PP::  hhttttpp::////kkuurraattoommii..iinnffoo//      FFaacceeBBooookk:: hhttttpp::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//##!!//SShhooeess..KKuurraattoommii  


	Ａ３　１２ドイツ靴　秋冬新商品のお知らせ.doc

