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製品の仕様、価格などは予告なく変更されることがあります。
・

カタログ中の商品の色彩は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。
・

カタログに掲載されている写真、イラスト、文章についての無断複製および無断転載は著作権法上禁止されています。
・

Flying Foot、　　 、COCOON CLUB、V-System、とびあし、Long Distance、Stop&Go、Snow Rideは
株式会社ホシノの登録商標です。

※弊社製品を使用中に異常等があった場合は使用を中止して、弊社までご連絡ください。

フライングフットに込めた想い
健康的で活動的な生活は、自分自身の足で行動することから始まります。
このブランドマークには “飛びたくなるほど快適な足を提供したい” 

という想いが込められています。



SAJ令和2承認00509号

本カタログ記載の価格はすべて本体価格＋税の表記になっております。
お買い上げの際は、その時の税率をご確認の上ご精算ください。

すべての人の “足” を快適に

Flying Foot快適な足を実現するための の製品

価格表記について

ソックス

インソール

建物でいえば“土台”に相当する
「足」のバランスが整えられれば、
身体のバランスも整えられます。

補整インソール

新田 佳浩
クロスカントリースキーヤー
所属：日立ソリューションズ

INSOLE

SOCKS
06-11
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03-05
page

鳥海 宏太
トレイルラ ンナー

荒木 喜久代
プロスノーボーダー

タビ型
オブリーク型 ＆ 骨格サポート

5本指
オブリーク型 ＆ ストレスフリー

藤川　健
山岳アスリート

星野 由香理
トレイルランナー

西条 己智男
アルペンスキーヤー

永井 秀昭
ノルディック複合

足を補整するためのインソールです。

“ゼロ・ドロップ”のインソールです。

サイズ選択の基準は足長です。（靴のサイズではありません。）

1

2

3

※表示している数値はすべて“足の実測値”です。

※B+Jrは体重35kg未満が使用の目安です。

※極端に大きすぎるシューズを使用されている場合には、
　インソールの長さが足りない可能性がありますのでご注意ください。

（単位:cm）

Jr-S Jr-M Jr-L
18.5-20.0 20.0-21.5 21.5-23.0

Jr-LL
23.0-24.0

3S SS S M L LL
21.5‒23.023.0‒24.024.0‒25.025.0‒26.026.0‒27.027.0‒28.0

3L
28.0‒29.0

B+LD, B+SG, B+HF, B+VC
B+SR2, B+WH2, B+PFH

B+Jr

サイズ対応表（実測値の目安）

の特徴

3-2 足の実測値とインソールサイズを合わせる目安。
「実測の足長が25.0～26.0cmの方はMサイズのインソールを目安にしてください」ということを表示しています。

まず足の実測値を測りましょう。3-1 ※必ず立った状態で
　両足均等荷重で
　行ってください。

カカトからつま先までの足の長さ（実測値）を測ってください。

実測の足長よりもサイズアップをしたシューズや、オブリーク形状のシューズ
の中敷きに対しても、“十分なカットしろ”があります。

カット方法
靴にはじめから入っていた中敷きの大きさに合わせて、 　　　　　の
先端部をカットする必要があります。
右図のようにカカトを合わせてラインを引き、余った部分をカットします。

実測値

拇趾球から先のフラット部分とカカトのフラット部分の
厚みが同じなので、インソールの高低差が“ゼロ”です。

　　 　　　を使うことによって　
シューズ設計上の靴内傾斜が
変化することを防ぎます。

こんな状態に
 なっているのでは？

GOOD
バランスに!

足の動きをコントロールし
左右の足の違いを補整することが
可能になると考えています。

いつもクルブシなどがあたる

インソールの
使用時には・・・

足のバネも弱い状態と思われます。
運動能力も下がりやすくなります。

拇趾球のあたりが痛い
まずそれ以上ひどくならないように
しなくては・・・。

足が疲れやすい
ハイアーチの可能性があります。
足裏が硬くなってはいませんか？

キツい靴は嫌だ
だからといって、大きすぎる靴を
選んではいませんか？

よ
く
あ
る
足
の
ト
ラ
ブ
ル

足
が
ゆ
が
ん
で
い
る
こ
と
で

十分な「カットしろ」があります。4

足の形は常に変化します。また、足は左右の違いや
大なり小なりのゆがみが誰にでもあります。
左右対称形の既製品補整インソールを
使用することで・・・ 

＋ =

厚みが同じ

INSOLE
インソール

すべての人の“足”を快適に
補整インソール

　　　　　 、ソックスなどをサポートしているアスリート達

隙間がある場合は均等に合わせてください。

不要になる
先端部

靴にはじめから入っていた中敷を
トレースしてカットするライン

最後部を合わせてください。
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足元の動きは、身体全体の動きを大きく左右します

オールラウンド モデル スキー・スノーボード モデル

偏平足や外反母趾などの足の障害は子供にも
見られ、これらの障害は運動能力の低下につな
がります。
B+Jrインソールは成長しているお子様の足の
健やかな成長を育む、おだやかな形状と適度な
硬度です。大きめの靴にも、もともと入ってい
るインソールの上に重ねて使用できる薄めの仕
様です。体重が35キロ未満が使用の目安です。

TOPBOTTOM

BOTTOM

BOTTOM

BOTTOM

TOP
BOTTOM TOP BOTTOM TOP

TOP

TOP
BOTTOM TOPBOTTOM TOP

BOTTOM TOP

長距離・長時間の連続使用に最適。

変化を許容し、制御するための新提案

￥4,500+税

※表面素材は、吸湿性に優れ、滑りにくい
　起毛素材を使用。

抗 菌 防 臭 防カビ

+αのフィッティングのために！オーバープロネーションの制御に！

あなたのブーツ選びのお悩みを解消します！

成長しているお子様の
足を守るために。

￥2,800+税

抗 菌 防 臭 防カビ

￥6,800+税 ￥6,500+税

NPO法人
日本トレッキング協会

一般社団法人
全日本ノルディック
・ウォーク連盟

●サイズフリー（長さ330×幅125×厚約3mm 2枚入：両足分）
●ご使用中の靴に入っているインソールに合わせてカットするだけ。
●EVA素材で、衝撃吸収性にも
優れています。

￥5,400+税

カスタマイズ方法は当社webサイトにて
詳しくご説明しています。

取り付け方の詳細は当社webサイトにて
ご確認ください。

ランニング・ウォーキング・登山などの使用距離・
使用時間が長いスポーツシーンから、日常の使用に
最適です。
より最適な体重移動を促し、あらゆるシューズへ
のマッチングを考慮した独自の底面形状を採用
しています。足当たりは若干ソフトで、快適な使用
感です。

35Aは足側にソフトEVAを採用して足の滑りを抑えます。
靴側の本体EVAには硬度の高いEVAを採用し、足の複雑
な動きをしっかりと支えます。前後左右の動きが激しい、瞬
間的に足場をしっかりさせたい、などの状況を想定しました。

25Mは本体のEVA素材がメッシュ状になっており、非常に
軽量で通気性にも優れます。マラソンやトレイルランニング
などの長距離・長時間の使用状況を想定しています。日常
でのご使用でも靴内環境をドライにすることに貢献します。

サポート力を簡単にカスタマイズするための新設計。日常の使用から、パフォーマンスアップを求めるアスリートまで。
歩く、走るという基本動作から、足のさまざまなタイプと動きに対応できるカスタマイズが可能なモデル。
土踏まず部分の赤と黄色のパーツは比較的簡単に手で剥がすことができます。
これにより足の土踏まず形状、求めたいフィット感、使用する靴の中の形状などに合わせた調整が可能です。

￥4,500+税

抗 菌 防 臭 防カビ

Ｂ+ＬＤのハードバージョン（青い部分がＬＤよりも硬くなって
います）。激しい動きを確実に受け止めるサポート力はパフォー
マンスアップにつながりながら、ヒザや腰への負担を軽減し障
害を予防します。また、女性で外反母趾や開張足（足指の付け
根にタコができて痛む）の場合には日常の使用にもお勧めです。

￥900+税サイズ調整シート（　　　  　　）

フィット感や脚の運動方向の微調整が可能な
カスタマイズコンセプトモデル。
調整できる範囲も広く、かつ容易に調整を行う
ことができます。吸湿発熱素材を採用し、足の
冷えによるパフォーマンスダウンを防ぎます。

サポート力を簡単にカスタマイズ
できるスキー＆スノーボード用の
最上位モデル。

※取り付けは別途両面テープなどが必要です。

※導入店舗については弊社webサイトをご覧ください。

※2020年9月頃の発売予定です。※2020年9月頃の発売予定です。

吸湿発熱素材で温かさをプラス。

￥500+税

￥5,400+税

抗 菌 防 臭 防カビ

￥10,000+税

抗 菌 防 臭 防カビ

￥6,500+税

抗 菌 防 臭 防カビ

　　      の底面カカト部内側に貼付け、オーバープロネー
ション（足が内側に倒れすぎる動き）を制御するパーツ。
溝に沿ってカットすることにより、最大約２mm、約1.5mm、
最小約１mmの３段階で厚みを調整することが可能。

スキー・スノーボード用の
ベーシックモデル。
構成する素材硬度のバランスを変更し、最適なサポート
と足入れの良さを両立しました。

表面素材は足入れをスムーズにするために、人工皮革を採用
しました。その下に吸湿発熱材をプラスした温かさは、
「冷え」による運動能力や足裏感覚の低下を防ぎます。

シートに引いたラインの内側を
ハサミでカットします。

冬の登山靴などに。
吸湿発熱素材で温かさをプラス。

抗 菌 防 臭 防カビ

B+LDシリーズをベースに、吸湿発熱素材をプラスし
ました。「冷たくならない」程度の発熱量で、冬場の足
を守ります。本体EVAはB+SGと同じ硬度のもの（ブ
ルー）を採用。アイゼン使用時の突き上げ感を軽減し
ます。トップカバーに使用しているソフトEVA自体は
吸湿しないため、インソール表面が常にドライに保た
れます。ウール系ソックスと組み合わせていただくと、
寒冷地での日常使用などにも、ご使用いただけます。

あなたの足はどんな足？ 補整インソールの効果を確認！動いたときはどうなる？ スキーブーツを履いて確認！

平行なスタンスでヒザの位置を
確認し、ブーツのカント調整を行う

補整インソールの上で動きを確
認し、必要なセッティングを行う

レーザーラインを第２趾に照射
し、ヒザを屈曲して左右差を確認

下の鏡で足裏を直接視認し、ヒザの
屈伸などで足裏の荷重変化を確認

ブーツの
当たり・痛み

ターンの
左右差

お悩みの方に

自分に合った
ブーツ選びが
わからない など 3Lサイズ

￥5,400+税

実測値の目安
28.0~29.0cm( )

スパイクシューズ（テニス・野球・サッカー・ゴルフ
など）やバスケットボール・バレーボール
など前後左右の動きの多いスポーツシーン
や自転車に最適。

推薦

＝ 可変制御 」「 スキー、スノーボード用の　　　と　　　をフルモデルチェンジWHWH
モデルチェンジの大きな理由は、「ブーツの変化」です。特にスキーブーツはさまざまなラスト幅のものが発売されるなど、
ブーツが多様化しています。　　　　　　は足の「補整」を目的としていますが、それは同時にブーツへの「適合性」も大切な
要素になります。どんな足の方がどんなブーツを使用しても、快適な履き心地とパフォーマンスアップを目指すためのフルモデル
チェンジです。大きな外力に対抗するための基本構造は変わりません。足のタイプを選ばない「サポート感」と「補整力」で、
より快適なスノースポーツを楽しんでいただけます。　　　  と　　　 は同じ形状で、使用素材で差別化しています。

NEW MODEL NEW MODEL
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SOCKS
タビ型

オブリーク型 

足が “キモチいい”ストレスフリー構造。

足の親指を独立して動かすことができるため、
・バランスが取りやすい
・踏ん張りが利きやすい
といったメリットがあります。

ロング丈の機能範囲

脚の形状に沿ったカタチで
ストレスフリー。

土踏まず周りをしっかりサポート。

疲れると下がってくる土踏まず

つま先が
動かしにくい

スネが当たる

ソックスが
ズリ落ちる

足がラクになる“骨格フルサポート機能”

ソックスの指先形状について ソックスの指先形状について

５本指・
オブリーク
なら…

ソックス

５本指形状で足指の自由度をあげる。

左右の足の形に沿った形状で、
必要以上に足指を締めつけない。

くるぶし上部分に
1周厚みをもたせることで、
くるぶしへの当たりを軽減。

ヒザ下までの余裕の長さ。

厚みのあるソフトな編み方で
スネの当たりを軽減。

５本指の場合
オブリーク
の場合※品番ごとに搭載される機能は異なります。

V-Toes
■タビ形状で足指の自由度をあげる。
■小指側の体積を増して指の自由度をさらにアップ。

O-Toes
■オブリーク形状で履きやすい。
■左右の足の形に沿った形状で、必要以上に足指を締めつけない。

MT Support
■横アーチのサポート

N-C Support
■Ankle Tapeと一体化して
  違和感のない履き心地とサポート力のアップ。
■舟状骨－立方骨の位置を制御。

G-Compression
■ふくらはぎの筋肉のみに働きかける
  段階着圧の圧力を見直して
  より自然な履き心地と履きやすさを実現。

Shin-Guard
■頚骨（スネの骨）の当たりをガード。
■頚骨の位置に併せて最小限に変更。
■履いた際の目安となるラインを入れて
  設計どおりに履いていただけるように配慮。

ミドル丈の機能範囲

ショート丈の機能範囲

ロング丈の機能範囲

Heel Lock
■カカトの浮きを制御。
■ロング丈は厚みを増してハイカットブーツに対応。
■ミドル丈、ショート丈はヒールロックにシリコンを
  採用しローカットシューズに対応。

（ミドル丈）
（ショート丈）

（ロング丈）

Ankle Tape
■内外の幅、長さを変更して
  足首の自然な動きを妨げないで
  過伸展に対してサポートすることの両立を実現。

Front Bellows
■足首の背屈（つま先を持ち上げる動作）を
  行いやすいように角度をつけました。
■編み方の変更に伴い、より丈夫になり、
  シワもさらに軽減されました。

＆ 骨格サポート 5本指
オブリーク型 ＆ ストレスフリー

５本指型の特徴タビ型の特徴 オブリーク型の特徴

全ての足指が自由に動くため、
・バランスが取りやすい
・踏ん張りが利きやすい
といったメリットは最も大きくなります。

また、指と指の間に生地が入るので吸汗性に優れ
ています。指と指が直接触れ合うことが無いので
ベタつきもなく快適です。

オブリーク型の特徴

左足用、右足用と別々の設計にすることで、それ
ぞれの足の形状に合ったフィット感を得られます。

指と指の間に生地が入らないため、多くの方に
「違和感なく」履いていただけます。

左足用、右足用と別々の設計にすることで、それ
ぞれの足の形状に合ったフィット感を得られます。

指と指の間に生地が入らないため、多くの方に
「違和感なく」履いていただけます。
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厚い

薄い

厚
み
の
目
安

※実際の商品と色が異なる場合がございますので、予めご了承ください。

足が“キモチいい”ストレスフリー構造

グレー

ブラック グレー

ブラック

とび足・フル（5本指）

素　材：コットン・アクリル
サイズ： S （22～24cm）
 M （24～26cm）
 L （26～28cm）
長　さ：ロング丈

￥2,200+税

とび足・レッグ

素　材：ポリエステル・ナイロン
サイズ： S・M・L（適合表参照）
長　さ：ひざ下から足首まで

￥1,400+税

足首からふくらはぎにかけての段階着圧による
サポートに特化したレッグサポーターです。

5本指ソックスの快適性・機能性と段階
着圧の組み合わせで、足をしっかりサポ
ートします。

CS-50 CS-75

ブラック ブラック

30～3722.5
～24.5～165

37～4324.5
～26.5

165
～180

43～4926.5
～28.5180～

S

M

L

サイズ 身長 ふくらはぎ
周り

足の
大きさ

（単位：cm）適合表

グレー×ネイビー

グレー

インナーソックスの定番CS-1の後継モデルです。
履き心地はさらにやわらかく、ふんわりとしています。
また、長時間履いてもサラリとした快適性も持ち合わ
せています。

CS-1N
ふくらはぎ丈

素　材：アクリル・ナイロン・シルク
　　　 ・アクリレート系繊維
サイズ： S（22～24cm）
 M（24～26cm）
 L（26～28cm）
長　さ：ふくらはぎ丈

￥1,800+税

吸汗性
速乾性

低 高

低 高

速乾・極薄のアンダー専用５本指ソックスです。
足の快適を徹底追及した、「ゼロ」を冠した商品です。
吸汗性に優れているので、足がムレやすい方にも
おすすめです。

CS-0
くるぶし上丈

素　材：ポリエステル・アクリル
サイズ： S（22～24cm）
 M（24～26cm）
 L（26～28cm）
長　さ：くるぶし上丈

￥1,600+税

吸汗性
速乾性

低 高

低 高

ホワイト×ネイビー

吸汗性・速乾性に優れたドラロンコットンを使用してい
ます。あらゆるスポーツシーンから、ビジネスシーン
まで幅広い用途にご使用いただけるオールラウンド
タイプです。

CS-14
くるぶし上丈

素　材：コットン・アクリル
サイズ： S（22～24cm）
 M（24～26cm）
 L（26～28cm）
長　さ：くるぶし上丈

￥1,000+税

吸汗性
速乾性

低 高

低 高

ドラロンコットンを使用しており、CS-19
より少し薄めの中厚手タイプです。普段
履きとしても使えるマルチな1足です。

CS-24
ふくらはぎ丈

素　材：コットン・アクリル
サイズ： S（22～24cm）
 M（24～26cm）
  L（26～28cm）
長　さ：ふくらはぎ丈

￥1,100+税

吸汗性
速乾性

低 高

低 高

吸汗性
速乾性

低 高

低 高

吸汗性
速乾性

低 高

低 高

やや厚手でしっかりとした履き心地
ですので、つま先やカカトに抜群の
フィット感を体感できる1足です。厚め
がお好みの方にオススメです。

CS-19
ふくらはぎ丈

素　材：コットン・アクリル
サイズ： S（22～24cm）
 M（24～26cm）
  L（26～28cm）
長　さ：足首～ふくらはぎ丈

￥1,500+税

吸汗性
速乾性

低 高

低 高

チャコール

チャコール

ディープグリーン チャコール

サポート部分以外はメリノウール100%
を贅沢に使用。
足当たりの優しさと、しっかりした
サポートを両立しました。

V2-ＭW202

素　材： ウール・ナイロン・ポリエステル
サイズ： S（22～24cm）
 M（24～26cm）
  L（26～28cm）
長　さ：ミドル丈

￥3,300+税

ミドル丈

おすすめ用途
登山、ハイキング

登山、ハイキング

最高級メリノウール
・タビ型

オブリーク形状でより履きやすくなりました。
タビ型モデルと同様に足当たりもやさしく、
サポートもしっかりしています。

O2-ＭW202

素　材： ウール・ナイロン・ポリエステル
サイズ： S（22～24cm）
 M（24～26cm）
  L（26～28cm）
長　さ：ミドル丈

￥3,300+税

ミドル丈

おすすめ用途

最高級メリノウール
・オブリーク型

ディープグリーン

足が“ラクになる”骨格フルサポート機能

ホワイト

ホワイトブラック

ブラック

V2タイプのサポートを採用。
あらゆるスポーツに対応します。

V2-DC151のオブリークタイプ。
指が分かれているのが苦手な方に対応します。

V2-DC151

おすすめ用途
普段履き、ウォーキング、ゴルフ、
テニス、バレーボール、バスケットボール

素　材：コットン・アクリル・ナイロン
サイズ： S（22～24cm）
 M（24～26cm）
  L（26～28cm）
長　さ：ショート丈

￥2,000+税

吸汗性
速乾性

低 高

低 高

中厚・ショート丈
コットン・タビ型

O2-DC151

おすすめ用途
普段履き、ウォーキング、ゴルフ、
テニス、バレーボール、バスケットボール

素　材：コットン・アクリル・ナイロン
サイズ： S（22～24cm）
 M（24～26cm）
  L（26～28cm）
長　さ：ショート丈

￥2,000+税

吸汗性
速乾性

低 高

低 高

中厚・ショート丈
コットン・オブリーク型

吸汗性
速乾性

低 高

低 高

吸汗性
速乾性

低 高

低 高

V2-DC151O2-DC151 CS-0 CS-1N CS-14 CS-24

サポート力

指先形状

CS-19

タビ型

V2-ＭW202O2-ＭW202

タビ型オブリーク型 オブリーク型

骨格サポート ストレスフリー

５本指型

CS-19

優れた品質のニュージーランドメリノを主原料に、イタリア独
特のトップメーキング技術により加工された糸です。その後、
新ソフト防縮技術によりオフスケール加工を行い、紡績して
います。風合いが柔らかく、優しい肌触りですが、洗濯を繰り
返してもヘタリが非常に少ないのが特徴です。

コットン50％、アクリル50%のベース素材は、吸汗性、速乾性が
非常に優れています。また、ソフトタッチで軽量なうえ、表面が
滑らかなので毛玉になりにくい特性があります。さらに、ロン
フレッシュ加工（天然系抗菌防臭加工）をしており、皮膚上の
バクテリア増殖により発生する臭いを減少させる効果があります。
動きが激しく、吸湿性を優先させたい使用状況に最適です。

アウトラストはNASAのために開発されたハイテ
ク温度調整素材です。
真夏でも真冬でも肌の表面温度を32℃±1℃に
コントロールしようとします。結果、発汗を抑えて
ムレを防ぎます。長時間の連続使用や気象条件の
変化が激しい環境に対応します。

アウトラスト

高い吸湿性と速乾性を兼ね備えるアクリレート系
合成繊維です。
やわらかい肌触りとサラリとした履き心地を両立
しています。

メリノウール（MW）

ドラロンコットン（DC）

オールシーズン
ソックス

オールシーズン
ソックス

マークの説明オールシーズンソックス機能比較 指先形状で選ぶ・サポート力で選ぶ・厚みで選ぶ・素材で選ぶ

厚み・素材

素材の目安

品名

ふんわり

サラリ

しっくり

ウール系

化繊系

コットン系

［ご使用上の注意］
血圧の高い方、心臓・腎臓に障害
のある方、現在病気や怪我など
治療中の方、血行障害を起こした
ことのある方は着用しないで
ください。 
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M LS

厚い

薄い

その他のおすすめ用途
冬場の普段履きなど

その他のおすすめ用途
冬場の普段履きなど

その他のおすすめ用途
冬場の普段履きなど

グレーブラックグレー ブラックグレー

足が“ラクになる”骨格フルサポート機能

使用する靴の容積が小さく、フィット感が強いものに対応します。薄手
でありながらアクリル70％、ウール30％の混率のベース素材は、
足の動きにロス無くフィットする機能性と保温性を兼ね備えています。
低温下でも微妙な足裏感覚を必要とする使用状況に対応します。

遠赤外線を放射するセラミック繊維を練り込んだ糸を使用し、身体
に優しい温熱効果があります。寒さが厳しい冬に最適な“ぽかぽか
温かい”素材です。

アクリル95％、ウール5％と、ウールは少なめですが肌触りがフワッと
やわらかい素材です。
アクリルが多いので丈夫さも兼ね備えています。

スキンウール（SW）
マークの説明

履き易くなりましたが、新形状のサポートは
リピーターを裏切りません！

V2-SW103

素　材：ナイロン・アクリル
　　　  ・ポリエステル・ウール
サイズ： S（22～24cm）
 M（24～26cm）
  L（26～28cm）
長　さ：ロング丈

￥3,200+税

ロング丈スキンウール・タビ型
オブリーク形状でより履きやすくなりました。
タビ型モデルと同様に足をしっかりサポートします。

O2-SW103

素　材：ナイロン・アクリル
　　　  ・ポリエステル
サイズ： S（22～24cm）
 M（24～26cm）
  L（26～28cm）
長　さ：ロング丈

￥3,200+税

ロング丈 ロング丈スキンウール・オブリーク型
O2-SW053

チャコール×ブラック
チャコール×レッド

チャコール杢 グレーブラック

※ベースカラーは
　チャコールのみ

※ベースカラーは
　ブラックのみ

※サイズにより、つま先部分の色を
　変えています。
※右足用には、左右識別のために
　ラインが入っています。

※サイズにより、つま先部分の色を
　変えています。
※右足用には、左右識別のために
　ラインが入っています。

M
L

S

足が“キモチいい”ストレスフリー構造

薄手でありながら、ウールの割合が高く、抜群の保
温性と足に無駄なくフィットする機能性を兼ね備え
ています。微妙な足裏感覚を敏感にブーツに伝える
ことができます。

CS-9L
ロング丈

素　材：アクリル・ウール
サイズ： S（22～24cm）
 M（24～26cm）
 L（26～28cm）
長　さ：ロング丈

￥2,000+税

吸汗性
速乾性

低 高

低 高

吸汗性
速乾性

低 高

低 高

吸汗性
速乾性

低 高

低 高

O2-SW103と比べて、全体に薄目の作りで、
伸びが良く足入れもよりスムーズです。

素　材：ナイロン・アクリル
　　　  ・ポリエステル
サイズ： S（22～24cm）
 M（24～26cm）
  L（26～28cm）
長　さ：ロング丈

￥3,000+税

スキンウール・オブリーク型

吸汗性
速乾性

低 高

低 高

スキンウール・5本指

CS-9Lと同じ素材を使用した薄手かつ保温性に優れた
ソックスです。5本指ではありませんが、足の形にフィット
する「オブリーク形状」で、脱ぎ履きのしやすさが特徴です。

CO-39

CO-39O2-SW053O2-SW103V2-SW103 CO-33 CS-9L CS-3L CS-5L

ロング丈

素　材：アクリル・ウール
サイズ： S（22～24cm）
 M（24～26cm）
 L（26～28cm）
長　さ：ロング丈

￥2,000+税

吸汗性
速乾性

低 高

低 高

スキンウール・オブリーク

CS-5Lと同じような風合いで、さらに遠赤外線を放
出する糸を使用し、温かさをアップしました。温かさ
と丈夫さを兼ね備えた万能モデルです。

CS-3L
ロング丈

素　材：アクリル・ナイロン・ウール
サイズ：SS（19～21cm）
 S（22～24cm）
 M（24～26cm）
 L （26～28cm）
長　さ：ロング丈

￥2,000+税

吸汗性
速乾性

低 高

低 高

ウール混（ホット）・5本指

CS-3Lで使用している遠赤外線放出糸のオブリークタイ
プのハイソックス。オブリークタイプの充実を沢山の方か
らご要望いただき、その声にこたえた商品です。

CO-33
ロング丈

素　材：アクリル・ナイロン・ウール
サイズ： S（22～24cm）
 M（24～26cm）
 L（26～28cm）
長　さ：ロング丈

￥2,000+税

吸汗性
速乾性

低 高

低 高

ウール混（ホット）・オブリーク

フワッとした風合いの中厚タイプです。丈夫で価格も
お手頃なベーシックモデルです。スノースポーツ以外
にも冬場の普段履きやゴルフなどにもご使用いただ
けるオールラウンドな１足です。

CS-5L
ロング丈

素　材：アクリル・ウール
サイズ： S（22～24cm）
 M（24～26cm）
 L （26～28cm）
長　さ：ロング丈

￥1,600+税

吸汗性
速乾性

低 高

低 高

ウール混・5本指

柔らかい上質なウール素材の多目的グロープです。薄
めの質感ですが、しっかりとした保温性と伸縮性を兼
ね備えていますので、とても快適です。

CS-210

素　材：アクリル・ウール
サイズ： S・M・（L） ※Lはチャコール×ブラックのみ

￥1,200+税

吸汗性
速乾性

低 高

低 高

スキンウール・インナーグローブ

履き方の“コツ”

サポート力

指先形状

ウインターソックス機能比較 指先形状で選ぶ・サポート力で選ぶ・厚みで選ぶ・温かさで選ぶ

厚み・温かさ
厚
み
の
目
安

温かさの目安

21 3

5 64 はき口を持って「表返
す」ように引っ張ります。

途中で引っかかりを感じたらカカト部分の
重なりを持ってカカトを収めます。

最後は徐々に真っすぐ引き
上げます。

つかんだカカト部分まで
裏返します。

裏返したはき口のRまたはL
の表示を正面真ん中に見て、
指の位置を探しながら足を
入れます。カカトの少し手前
まで入れるのがコツです。

横から見た場合

V-System Condition Socks（特にロングタイプ）には、楽に履ける“コツ”があります。ぜひ、ご参考にしてください。

履けばわかるその機能と心地よさを、ぜひご体感ください。

ふくらはぎ側を上に向けて
手を入れて、カカト部分をつ
かみます。

ウインター
ソックス

ウインター
ソックス

NEW MODEL

※実際の商品と色が異なる場合がございますので、予めご了承ください。

タビ形状 オブリーク形状

骨格サポート ストレスフリー

５本指
品名

とにかく
温かい

薄くても
温かい
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