
紳士靴に適した靴ヒモです。

ルボウ（日本）
 

ＬＢロー引き

55cm  ｸﾛ 461300　ﾁｬ 461310　\200

ＬＢ平ガスヒモ  ＬＢワーク丸ヒモ

65cm  ｸﾛ 461301　ﾁｬ 461311　\250
75cm  ｸﾛ 461302　ﾁｬ 461312　\250
85cm  ｸﾛ 461303　ﾁｬ 461313　\300
120cm ｸﾛ 461304　ﾁｬ 461314　\350
150cm ｸﾛ       　ﾁｬ 461315　\400
180cm ｸﾛ 461306　ﾁｬ 461316　\500
200cm ｸﾛ 461307　ﾁｬ 461317　\500

紳士靴に適した靴ヒモです。

ルボウ（日本）
 

65cm  ｸﾛ 461401　ﾁｬ 461411　\200
75cm  ｸﾛ 461402　ﾁｬ 461412　\200
85cm  ｸﾛ 461403　ﾁｬ 461413　\300

シンプルなブラックカラーの丸ひもです。
用途を問わず様々なシーンでご使用いた
だけます。

ルボウ（日本）
 

90cm  ｸﾛ 461360　\350
120cm ｸﾛ 461361　\400

ＬＢツートン丸ヒモ

カジュアルな黄色と茶色のツートンカラー
の靴ひもです。ワークブーツはもちろん、
登山靴などにも最適です。

ルボウ（日本）
 

90cm  黄/茶 461350　\500
120cm 黄/茶 461351　\500

450000

低反発クッション使用。心地よさと安定
感を与えます。

コロンブス（日本）
表面 :低反発クッション
裏面 :抗菌加工パイル地
サイズ :女性用フリーサイズ

マイフィットハーフ 
             女性フリー ￥600

クロ

ベージュ 450001
450130

大きめの靴のサイズ調整クッション、
指先と靴の間にぴったりフィット。

コロンブス（日本）
サイズ :女性用フリーサイズ
素材 :低反発クッション

マイフィット足ゆびクッション 
             女性フリー ￥600

450010

衝撃吸収で快適な歩行と、足と靴とのサ
イズ調整に。

モリトジャパン（日本）
表面 :ウレタン樹脂
裏面 :アクリル樹脂

is-fit つま先衝撃吸収

女性用

男性用 450011

ＴＡＲＲＡＧＯ 
         レザーハーフ　￥700

本革と活性炭配合のラテックスの 2重構
造により、履き心地と高級感が得られます。

ルボウ（日本）
 

35/36 457035　
41/42 457041

靴の中で足が前にズレてしまう場合や、
甲が低くてはき口にスキマが出来てしま
う時に最適です。

コロンブス（日本）
表面 :合成皮革
サイズ :レギュラー・男女兼用(22.0cm ～
24.5cm)/ラージ・男女兼用(25.0cm～28.0cm)

フットソリューション
             つま先用　￥500

ｸﾛ　　  ﾚｷﾞｭﾗｰ  450020
ﾍﾞｰｼﾞｭ  ﾚｷﾞｭﾗｰ  450021
ﾍﾞｰｼﾞｭ  ﾗｰｼﾞ　  450022

前滑り防止に、疲労軽減に、よごれ防止
にご使用ください。

モリトジャパン（日本）
表面 :シリコン
裏面 :アクリル系粘着剤
サイズ :女性用フリーサイズ

ノンスライド すべり止め ￥600

ｸﾛ 　　450030
ｼﾙﾊﾞｰ   450031

足への衝撃を緩和するクッション性に優れ
た透明ジェルパッドです。

コロンブス（日本）
素　材 :ウレタン系エラストマー

フットソリューション つま先
  コンフォート 女性    ￥700

1mm厚　450040
2mm厚　　450041
3mm厚　450042

217910

靴紐の先に取り付けて、ほつれを防ぎます。

靴紐エンドチップ　500 個入　

シルバー

クロイブシ 217911

Online Shop Online Shop Online Shop Online Shop

Online Shop Online Shop Online Shop Online Shop

Online Shop Online Shop Online Shop Online Shop
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厚みのある低反発クッションが、かかと
を無理なく持ち上げます。

コロンブス（日本）
素　材 :ポリエステル繊維 /ウレタンスポ
ンジ /ラテックス (合成ゴム )/EVA

カカト フィット &アップ
(レディース )

2.5cm  450050 \1000
3.5cm  450051 \1200

衝撃吸収で快適な歩行と、足と靴とのサ
イズ調整に。

モリトジャパン（日本）
表面 :ウレタン樹脂
裏面 :アクリル樹脂

is-fit かかと衝撃吸収
(男女兼用 )　　￥500

450060

歩行時でのかかとの衝撃をやわらげます。

コロンブス（日本）
表面 :合成皮革
サイズ :男女兼用フリーサイズ

フットソリューション 
かかと用 ( 男女兼用 )　￥500

450070 

カカトに最適な低反発クッションを使用
する事により、心地よさと安定感を与え
ます。

コロンブス（日本）
素材 :低反発クッション

マイフィット 靴脱げ対策
女性フリー　　　　￥600

ｸﾛ　　　450080 
ﾍﾞｰｼﾞｭ　450081

ヒールの内側に貼ることによって靴脱げ
防止になります。

モリトジャパン（日本）
表面 :牛革
裏面 :ポリエチレン

is-fit ノンスリップ
(男女兼用 )  ￥400

450091

透明度が高く目立たないウレタン系エラ
ストマーを使用した靴脱げ予防です。

コロンブス（日本）
色 :クリア
サイズ :男女兼用フリーサイズ

フットソリューション 
靴ぬげ対策 クリア (男女兼用 )
                  　　￥600

450100

ワンタッチでハイヒールのカカトに取り
付け、砂利道や側溝蓋からヒールを守り
ます。携帯小袋付です。

（ドイツ）
サイズ :ワンサイズ
付属品 :携帯小袋

ヒールダイス　　　  ￥1000

ｸﾛ　　 460050
ｸﾘｱ　　460051

Online Shop Online Shop Online Shop Online Shop

Online Shop Online Shop Online Shop
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ＣＡＳＡＬＩ　サルバタッキ

CASALI のヒールプロテクターです。キズ
防止だけでなく滑り止め、消音効果がご
ざいます。弾力性が高いのでヒールに装
着しやすく耐久性にも優れています。
※サイズは内径です。

#1(W12mm L12mm)
#2(W13mm L15mm)
#3(W16mm L14mm)
#4(W20mm L22mm)
#5(W13mm L19mm)
#6(W17mm L20mm)

464001 464011
464002 464012
464003 464013
464004
464005
464006

（イタリア）
※一足単位

ｸﾘｱ ｽｴｰﾄ゙付

Online Shop

460040    

雪道や凍った道を歩くとき、靴の上から
装着し転倒を防ぎます。

（ドイツ）

ＧＰ シュースパイク　￥1600

M (38-40)24-25cm

L  (41-43)25.5-26.5cm 460041
XL(44-46)27-28cm 460042

Online Shop





高反発 +超軽量クッションで軽やかなウ
ォーキングをサポートします。ウォーキ
ングを楽しみたい方へおすすめです。

コロンブス（日本）
素材 :EVA クッション ,抗菌フレンチパ
イル地
インソール厚み 約 5㎜

ＣＯウォーキングインソール
　　　　　（男女兼用）￥800

458055

活性炭消臭効果 +低反発クッションで足
裏を包み込むようにフィットさせます。
長時間立っている方へおすすめです。

コロンブス（日本）
素材 :ポリエステル素材 /粘弾性特殊素材
のメモリーフォーム /活性炭シート /EVA
クッション

ＣＯ低反発活性炭インソール
　        （男女兼用）￥700

458056

防臭効果 +高反発クッションが歩行時の
蹴り出す力をアシストします。たくさん
歩く方におすすめです。

コロンブス（日本）
サイズ :男女兼用フリーサイズ
素材 :抗菌防臭加工パイル地 /ポロン BB/
　　　和紙
インソール厚み 約 5㎜

ＣＯ高反発抗菌インソール
　      （男女兼用）￥800

458057

長時間靴を履き続けるビジネスマンのた
めに開発されたビジネスシューズ専用カ
ップインソールです。

コロンブス（日本）
表面 :化学繊維

サイズフィッターインソール

450381S(22-23cm)

450382M(23-24cm)

450383L(24-25cm)

450391S(24-25cm)

450392M(25-26cm)

450393L(26-27cm)

紳士 ￥1200

婦人 ￥1000

汗をすばやく吸収しムレを防ぎます。ク
ッション性に優れた発泡ポリエチレンフ
ォームが足をやさしく包み、足の疲れを
和らげる効果が期待できます。

コロンブス（日本）
素材 :発泡ポリエチレンフォーム /綿 /
　　　ウレタンフォーム
インソール厚み 約 3㎜

ＣＯビジネスウォーカー
　　 インソール  ￥1000

450330

ひとり、ひとりの足になじむように足裏
に合わせて変化する靴用低反発クッショ
ンを採用したマイフィット &マイリラッ
クス商品です。

コロンブス（日本）
表面 :綿×ポリエステル
サイズ :女性用フリー (22.0 ～ 24.5cm)
素　材 :低反発クッション /ポリエステル
スポンジ /CR スポンジ
ベージュ :抗菌パイル地
ブラック :ポリエステル

マイフィット インソール 
      女性フリー ￥1000

450230

靴が大きい場合のサイズ調整用インソー
ルです。ソフトな履き心地で足の疲れを
やわらげます。

コロンブス（日本）
表面 :合成皮革
サイズ :男女兼用フリーサイズ
        (21.0 ～ 27.0cm)
インソール厚み 約 4㎜

シューフィッターインソール
　　　　 （男女兼用）￥1000

450380
レギュラー　クロ
レギュラー　チャ
ラージ　　　クロ
ラージ　　　チャ

450331
450335
450336

クロ
ベージュ 450231

Online Shop Online Shop Online Shop Online Shop

Online Shop Online Shop Online Shop
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ベビーパウダーの香りで足フレッシュ。膝
にやさしいクッション効果のインソールで
す。
コロンブス（日本）
表面 :布地　インソール厚み：約 3㎜
素材 :ポリエステルの硬質感カノコパイル
/マイクロカプセル /メカニカルフロスウ
レタンフォーム
サイズ :女性用フリー (21.0 ～ 25.0cm)

フレッシュウォーカーインソール
             女性フリー  ￥500

450210クロ

450211ベージュ

Online Shop
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新しく開発された、新世代活性炭シートを
採用。強力なニオイ吸着性で靴中や足の気
になるニオイを強力かつ迅速に解消します。

モリトジャパン（日本）
表面 :ポリ塩化ビニリデン

ピエシャンテ     ￥600

450176

天然にも存在する成分でできた消臭剤が、
悪臭を中和し無臭化するという画期的な
素材です。

モリトジャパン（日本）
表面 :ポリエステル /ポリ塩化ビニリデ
　　　ン /活性炭 +セルロース

ダブルメッシュインソール ￥600

450200(24.0～27.0cm)

天然成分 (ホタテ貝殻焼成粉末 )配合の使
い捨てペーパーインソールです。紙の力で
吸湿・吸汗をして嫌なジメジメを抑え、貝
殻焼成粉末成分の働きで消臭・抗菌効果を
発揮し靴内を爽快にします。

ルボウ（日本）
表面 :紙 (ホタテ貝殻焼成粉末配合 )
サイズ :男女フリーサイズ

シェルパウダーインソール
　　　　　３足入　￥1000

450288

22.0cm

45017722.5cm
45017823.0cm
45017923.5cm

45018024.0cm
45018124.5cm

45018225.0cm

45018325.5cm
45018426.0cm
45018526.5cm

45018627.0cm
45018728.0cm

男性用

450201(22.0～25.0cm)女性用

ベビーパウダーのほのかな香りが、持続的に
ニオイを出し靴中や足もとはいつもさわやか
で、靴を脱いだ時のエチケットも安心です。

モリトジャパン（日本）
表面 :布地 (綿 35%+ テトロン 65%)/
　　　ラテックスフォーム /芳香剤
サイズ :女性用 (22.0cm ～ 25.0cm)

香りのインソール
     レディース ￥500

450220

繊維層に大量の空気を含むため、外気の寒さ
を遮断し靴中はぽかぽか、やわらか。
また、湿気を吸収しつつ保湿も行います。

モリトジャパン（日本）
表面 :ウール
裏面 :サラン繊維、活性炭

羊毛ウィンターインソール ￥980

450290女性 S (22.0-22.5)
450291女性 M (23.0-23.5)

450292女性 L (24.0-24.5)
450295男性 S (24.0-24.5)

450296男性 M (25.0-25.5)

450297男性 L (26.0-26.5)
450298男性 LL (27.0)

本体に衝撃吸収性に優れた「フィットセルα」
を使用。合成樹脂を独自の製法でブレンドした
発泡体で、ショックを吸収して足にかかる負担
を軽減します。

モリトジャパン（日本）
表面 :ポリエステル繊維×銅
サイズ :男女兼用フリー (22-28cm)

is-fit 腰痛予防  ￥980

450360

高品質合成樹脂スポンジ使用のカップインソー
ルタイプです。消臭成分が悪臭を中和し無臭化
するという画期的な技術を使った素材です。

モリトジャパン（日本）
表面 :ポリエステル
サイズ :女性用 (23.0 ～ 25.0cm)
　　 　 男性用 (25.0 ～ 28.0cm)

is-fit 制菌カップ
   男女フリー ￥800

450250男性用

450251女性用

消臭成分が、悪臭を中和し無臭化するという
画期的な技術を使った素材です。

モリトジャパン（日本）
表面 :ポリエステル
サイズ :男女兼用 (22.0 ～ 28.0cm)

バイオガード男女フリー　￥600

450260クロ

450261ベージュ

Online Shop Online Shop Online Shop

Online Shop Online Shop

Online Shop

Online Shop Online Shop

赤い数字が商品番号です。発注書へは商品番号の記入をお願いいたします。　お問合せ先：TEL 0120-478-474 株式会社　昴(スバル)
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表面に通気性の良い天然皮革のシープスキ
ンを使用しているので、湿気を吸収・発散
させ、さわやかな履き心地を味わえます。

（ドイツ）
材質 :天然皮革 /ラテックス /活性炭 /
　　　ポリプロピレン


　アナトミック    　　￥2200

45614035
45614136

45614237
45614338

45614439
45614540

45614641
45620142

45614743
45620344

45614845

足裏のアーチにフィットするフットベット形
状の成形品にシープスキンを貼った 3/4 イン
ソールです。

　（ドイツ）
材質 :天然皮革 /ラテックス /活性炭 /
　　　ポリプロピレン


　エラスティック    　￥1800

45608135
45608337

45608539
45608741

45608843
45608945

アーチ型のパッドが中足骨のアーチをサポ
ートし、内臓されているショックアブソー
バーは足の疲労を確実に和らげます。

　（ドイツ）
材　質 :天然皮革 /ラテックス /活性炭 /
　　　  ポリプロピレン


　デラックス    　　￥2800

45615035
45615136

45615237
45615338

45615439
45615540

45615641
45630142

45615743
45630344

45615845

足裏のアーチにフィットするフットベット形
状の成形品にシープスキンとカカトにスポッ
トクッションを使用しているインソールです。

　（ドイツ）
材質 :天然皮革 /ラテックス /ビスコース
      / ポリプロピレン


　バイオスター　    　　￥2500

45609536
45609738

45609940
45610142

Online Shop Online Shop Online Shop Online Shop
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傾斜がかったラテックスフォームがカカトを
斜めに持ち上げて O脚・X脚の症状を軽減し
て歩行をサポート致します。

（ドイツ）
材質 :天然皮革 /ラテックス /両面テープ


　タコレベル 　￥700

45640135/37

45640238/40

45640341/43

高反発で衝撃吸収に特に優れたラテックス
フォームを用いたヒールパッドです。

（ドイツ）
材質 :天然皮革 /ラテックス /両面テープ


　タコフィックス 　￥700

45501535/37

45501641/43

メッシュ素材の表面に活性炭シートと通気性
のあるクッションシートで効率的に足の臭い
を防止し、常に靴の中を清潔な状態を維持し
ます。

（ドイツ）
材質 :ラテックス /ポリエステル


　エアーコンディション　￥840

45610635
45610837

45611039

45611241

45611443
45611645

香りのシートと通気性の良いクッションシー
トの 2層構造で肌触りが心地良く新鮮な環境
を保ちます。

（ドイツ）
材質 :ビスコース /ラテックス /香水


　ビノックスライト　　　￥300

45507337/38

45507541/42

春夏用のインソールで、特に素足で履く靴に
最適のインソールです。

（ドイツ）
材質 :コットン /ポリエステル /ラテック
      ス / カーボン /香水


　タコサマー 　　￥700

45505135
45505337

45505539

衝撃吸収ソフトジェルにテキスタイル繊維を
貼った疲労防止インソールです。

（ドイツ）
材質 :ベロア素材 /ジェル


　タコギャラクシー 　 ￥2000

45612037/38
45612241/42

表面にはたっぷり密度のある天然羊毛。裏
面にはココナッツ繊維を使用しており蒸れ
ずに暖かい環境を実現します。寒冷地で人
気のインソールです。

（ドイツ）
材質 :天然皮革 /ココナッツ繊維


　タコカルガリー       ￥2100

45617036
45617238

45617440

45617642

45617844
45617946

柔らかい竹繊維にミョウバンの結晶を練り
こんだ生地を使用。

（ドイツ）
材質 :竹繊維 /結晶繊維 /ラテックス


　タコサモア　　　　￥1200

45505741
45505843

45505945

45616036
45616238

45616440

45616642

45616744
45616846

Online Shop Online Shop Online Shop Online Shop

Online Shop Online Shop Online Shop Online Shop
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スポーツシューズに最適なインソ
ールです。


材質 :ポリエステル /ラテックス /
　　　ポリプロピレン


　タコジャンプ  ￥1800

45612535
45612737

45612939
45613141

45613343
45613545

カカトの衝撃を吸収し、カカトの高
さを調整するのに最適なジェルパッ
ドです。


材質 :ジェル


　ジェルフレックス ￥860

456091レディース
456092メンズ

サンダル用のジェル型クッション
です。


材質 :ジェル


　ジェルホリデー  ￥1400

455020フリー

前ズレ防止用のジェル型クッション
です。


材質 :ジェル


　タコジェルパッド ￥800

456093フリー

ジェル型のカカトホルダーです。


　ジェルグリップ   ￥760

455046フリー

前ズレ防止用のジェル型クッション
です。


材質 :ジェル


　ジェルバランス  ￥800

456090フリー

皮膚にやさしいエコロジカルターン
ドのシープスキンと活性炭配合のソ
フトクッションシートの 2層タイプ
です。


材質 :天然皮革 /ラテックス /
　　　活性炭


　タコラクサス　 ￥1300

表面が柔らかい本革スエード仕様
で、間に挟まれたクッションがア
キレス腱を優しく包み込み、カカ
トのパカパカを防止します。


材質 :天然皮革 /ラテックス /
　　　両面テープ


　タコスリップ    ￥260

455011フリー

皮膚に優しいシープスキンとソフト
クッションの 2層タイプのインソー
ルです。


材質 :天然皮革 /ラテックス /
　　　活性炭


　ラクサスライト  ￥800

45504137/38

通気性の良いシープスキンを使用し
た中足骨用の滑り止め防止クッショ
ンです。


材質 :天然皮革 /ラテックス /
　　　両面テープ

 
　タコレット 　   ￥750

455019フリー45502535
36

45502737
45502838

45502939
45503040

455026
45503141

42

45503343
45503444

45503545

455032 45504341/42
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材質 :ジェル
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