
WATERPROOFING（防水）

WATERPROOFING＆CARE（防水＆栄養）

CLEAING（クリーニング） & MAINTENANCE（メンテナンス用品）

¥660（税抜価格：￥600）

¥990（税抜価格：￥900）

¥1,650（税抜価格：￥1,500）

テーピングシステム カタログ

・基本的な貼り方（膝・肩・腰・ふくらはぎ）の説明書付き。

・5cm幅テープを15cm/30cmの長さにプレカット。
・気になる筋肉の部位にピンポイントに貼れます。
・筋肉のブレを防ぎ、筋膜リリースしながら効果的にサ
  ポートします。
・各テープ長に対して「12か所の貼り方説明書」を同梱。

３枚入り　入数／12（パッケージ）

¥990（税抜価格：￥900）

¥1,078（税抜価格：￥980）
¥1,078（税抜価格：￥980）

¥990（税抜価格：￥900）

6枚入り ¥858（税抜価格：￥780）

¥935（税抜価格：￥850）

¥2,200（税抜価格：￥2,000）

¥1,870（税抜価格：￥1,700）

・基本的な足首への貼り方（3ステップ）の
    説明書付き。

・効果的な部位にテープを貼ることにより、筋肉の揺れやブレにより生じる
エネルギーロスを軽減。
・ランニングや自転車など、足を激しく動かす運動時に大きな負担がかかる
膝蓋骨の下にテープを貼ることで踏み込みと着地の安定感が増します。
・「12か所の貼り方説明書」を同梱。

¥660（税抜価格：￥600）

¥699（税抜価格：￥635）
¥1,100（税抜価格：￥1,000）

¥1,650（税抜価格：￥1,500）

¥1,397（税抜価格：￥1,270）

ニューハレトレーナーによる簡単効果的なテーピングマニュア
ル！ トレイルランニング、ウルトラマラソン、サイクルサポーツ、
などのトップ選手から、エントリーランナーまで、様々なスポーツ
選手のトレーナー活動をしている、ニューハレトレーナー　芥田
氏によるテーピングの基礎知識と貼り方を紹介しています。

①ベージュ②マゼンダ③レッド④オレンジ⑤ピンク⑥フレッシュグリーン
⑦イエロー⑧ターコイズブルー⑨パープル⑩チャコールグレー

① 　 ② 　 ③ 　 ④ 　 ⑤ 　 ⑥ 　 ⑦ 　 ⑧ 　 ⑨ 　 ⑩

がいはん健やかサポートテープ

テープの貼り方ハンドブック

新  テーピングの基本 （発行：枻出版社）
著者：芥田晃志

¥495（税抜価格：￥450）

「靴ズレ」「マメ」の靴でのトラブルをはじめ、肩、胸など擦れが気
になる箇所へ事前に貼るだけでトラブルを予防

ブリスターテープ
10 枚入

・ハサミ不要の応急テープです。
・登山やトレイルランニングなどで実際によ
くある足首、ヒザ、ふくらはぎ、アキレス
腱、手首、捻挫や肉離れに対応し簡単に使
用できる解説書付のテーピングです。
・SKテープを使用したXテープ、チャック付
のビニール袋入。

・かかとまで回り込むテープ形状は、飛び出た外反部や、
　かかとなどの靴ずれ防止になります。

・土踏まずをテープでサポート
　することで負担を軽減しなが
　ら、親指を外側に引っ張るこ
　とができます。

・外反母趾にお悩みの
　方へおすすめ。
・テープを貼るだけで
　親指への負担を軽減

New-HALE® Knee-DASH
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New-HALE® AKT Colors
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New-HALE® X-TAPE

New-HALE® SK New-HALE®
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AKT
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すぐ貼れる

AKT すぐ貼れる

すぐ貼れるSK

SK

New-HALE®

AKT ロールタイプ

ロールタイプ

対象

◯ ◯ ◯

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

幅広い素材・製品に使える､
持続効果の高い強力な防水
スプレー。
曲げや摩擦に強い､カーボン
繊維を模した網目状の保護
膜を対象物表面に構成し､高
い防水･防汚効果を発揮しま
す。素材の通気性を妨げま
せん。

サイズ／300mL
入数／6

カーボンプロ
¥2,640（税抜価格：￥2,400）

対象

◯ ◯ ◯

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

ナノ粒子化されたフッ化
炭素樹脂がスプレーした
素材表面に凹凸を構成
し、水や汚れを強力には
じきます。
素材の通気性を妨げま
せん。

サイズ／300mL
入数／6

ナノプロ
¥2,530（税抜価格：￥2,300）

弾力性に富んだ馬毛を豊富に使用したブラシです。
汚れ落としや仕上げのポリッシング等に幅広く使用
出来ます。

入数／1

コロニル
馬毛ブラシ    
¥1,980（税抜価格：￥1,800）　

スウェード・ヌバックなど
の起毛皮革の靴専用ブラ
シです。柔軟性のあるゴム製
ブラシが起毛皮革に付着した汚
れをやさしく除去します。
ナイロンブラシ部分は、寝てしまっ
た起毛を起こし、整えるのに便利です。

入数／1

ペダック 
クレープ 
ヌバックブラシ
¥990（税抜価格：￥900）

スウェード・ヌバック・
ベロアの靴専用のブラシ｡
軟らかいゴムブラシ部分で
汚れを落とし、ナイロンブラシ
部分で寝てしまった起毛を起こ
し整えます。
便利なヘラ・ステッチ用ブラシ付

入数／1

ぺダック 
コンビブラシ
¥550（税抜価格：￥500）

対象

◯ ◯ ◯

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

泡立ちが良く、高い洗浄効果のある
シャンプータイプのクリーナーです。
スムースレザー、起毛皮革、テキスタイ
ルに使用可能。便利なスポンジアプリ
ケーター付ボトル。

サイズ／100mL　入数／6

シャンプー
ダイレクト
¥1,320
（税抜価格：￥1,200）　

対象

◯

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

スウェード・ヌバック
等の起毛皮革靴用の
防水+保革スプレー。
水や汚れを防ぐと同
時に、配合されたト
リートメントオイルが
皮革に油分を補い、し
なやかさと耐久性を
与えます。

サイズ／200mL　
入数／6

ヌバック+
ベロアスプレー
（カラーレス）
¥1,650
（税抜価格：￥1,500）

対象

◯ ◯

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

起毛皮革靴用の栄
養ローションです。
高い浸透効果に
よって革に栄養を
与え、色を甦らせ
ます。

サイズ／100mL
入数／6

ヌバック+
テキスタイル
ボトル
（カラーレス）
¥1,100
（税抜価格：￥1,000）

対象

◯

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

対象

◯ 　　

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

スムースレザー用の防水+栄養クリーム。
高品質なアーモンドオイルが皮革に栄養
を与え、フッ化炭素樹脂が水・汚れを防
ぎます。乾拭きをするとツヤが出ます。

サイズ／
75mL　
入数／6

ウォーターストップ
カラーズ（カラーレス）
¥1,540（税抜価格：￥1,400）

対象

◯

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

スムースレザー、オイルレザー、オイルヌバック
製登山靴用のペースト状保革・防水ワックス。
オリーブオイルや天然ワックスが皮革に油分
を与え、しなやかなに保ちます。定期的に使用
することで耐久性と防水効果を与え、カビを
予防します。

サイズ／
75mL　
入数／6

アウトドア
アクティブ
レザーワックス（カラーレス）
¥1,100（税抜価格：￥1,000）

対象

◯ ◯ ◯

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

フッ化炭素樹脂配合防水ス
プレーで、皮革や防水透湿素
材などを使用した製品の通
気性を妨げず、素材に浸透し
高い防水効果を与えること
が出来ます。
新品時に使用することで、汚
れが付きにくく、後の手入れ
が楽になります。

サイズ／200mL
入数／6

ウォーターストップ
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

対象

◯ ◯

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

圧縮ガスを一切
使用していないた
め、室内でも使用
できる防水ジェル
です。
スムースレザー、
起毛皮革製品に
使用出来ます。

サイズ／230mL
入数／6

レザージェル
¥2,310
（税抜価格：￥2,100）

1909年に創業した「コロニル」は、いまではシューズケアには欠かすことができないトップブランドになり
ました。靴のメンテンナス用品とはいえ、用途（防水、栄養、クリーニング）や、対象となる靴の素材などに
よって、求められるアイテムは千差万別。この繊細な要望に応え続けることで誕生した豊富な商品ライン
ナップこそ、「コロニル」最大の特徴です。

COL-14 COL-2 COL-9 COL-5

COL-10

お手入れに幅広く使えるコットンクロス。適度
な厚みと起毛のあるコットン製クロスです｡
ケア用品の塗布やスムースレザー製品の乾拭
きなどに幅広く使用できます｡コットン製です
ので､ご使用後は洗濯可能です｡　クリーニン
グ用､クリーム塗布用､乾拭き用など､用途別に
ご用意いただくと便利です｡

入数／1

ポリッシングクロス
¥440（税抜価格：￥400）

COL-16

アウトドアシューズのクリーニングに。
硬いナイロン製ブラシがワークブーツ
などに付着した泥汚れをしっかりと落とします｡　
尖った持ち手はソールに挟まった石を取ったり泥をこそげ落としたりなど､
アウトドアシューズのクリーニングに最適です｡

入数／1

クリーニングブラシ
¥1,320（税抜価格：￥1,200）

COL-15

COL-7

COL-3

COL-1
COL-8

オイルレザー製品の
栄養と防水。植物性
の混合オイルにより
オイルレザー､グリー
スレザー本来の風合
いを保ち乾燥による
ヒビ割れを防ぎます｡
フッ化炭素樹脂が皮
革繊維に深く浸透し
通気性を損なわず防
水効果を与えます｡

サイズ／200mL
入数／6

ラスティカル
スプレー
¥1,760
（税抜価格：￥1,600）

COL-4

COL-13
COL-22

PED-4
PED-3

ブラック
ブラウン

MADE IN GERMAY

73　ニューハレ・テーピング コロニル　74


	 21FW_表1.pdf
	21FW_P1_目次.
	21FW_P2_サポートアスリート
	21FW_P3_ビッグアグネス
	21FW_P4_ビッグアグネス
	21FW_P5_エクストリミティズ
	21FW_P6_エクストリミティズ
	21FW_P8_エクストリミティズ
	21FW_P9_エクストリミティズ
	21FW_P10_マウンテンシップ
	21FW_P11_サンデーアフタヌーンズ
	21FW_P12_サンデーアフタヌーンズ
	21FW_P13_サンデーアフタヌーンズ
	21FW_P14_サンデーアフタヌーンズ
	21FW_P15_サンデーアフタヌーン
	21FW_P16_サンデーアフタヌーン
	21FW_P17_サンデーアフタヌーンズ
	21FW_P18_サンデーアフタヌーンズ
	21FW_P19_ゼロシューズ
	21FW_P20_ゼロシューズ
	21FW_P21_ゼロシューズ
	21FW_P22_ゼロシューズ
	21FW_P23_ゼロシューズ
	21FW_P24_ゼロシューズ
	21FW_P25_ゼロシューズ
	21FW_P26_ゼロシューズ
	21FW_P27_ゼロシューズ
	21FW_P28_ゼロシューズ
	21FW_P29_インジンジ
	21FW_P30_インジンジ
	21FW_P31_インジンジ
	21FW_P32_インジンジ
	21FW_P33_インジンジ
	21FW_P34_インジンジ
	21FW_P35_インジンジ
	21FW_P36_フィッツ
	21FW_P39_フィッツ
	21FW_P40_フィッツ
	21FW_P41_ブルーアイス
	21FW_P43_ブルーアイス
	21FW_P44_ブルーアイス
	21FW_P45_ブルーアイス
	21FW_P46_ブルーアイス
	21FW_P47_ブルーアイス
	21FW_P48_ブルーアイス
	21FW_P49_ブルーアイス
	21FW_P50_ヒルサウンド
	21FW_P51_ヒルサウンド
	21FW_P52_ヒルサウンド
	21FW_P53_ハイドラパック
	21FW_P54_ハイドラパック
	21FW_P55_ハイドラパック
	21FW_P56_ハイドラパック
	21FW_P57_ハイドラパック
	21FW_P58_ハイドラパック
	21FW_P59_ハイドラパック
	21FW_P60_タイタンストラップ
	21FW_P61_バーゴ
	21FW_P62_バーゴ
	21FW_P63_バーゴ
	21FW_P64_バーゴ
	21FW_P65_バーゴ
	21FW_P66_ライフマーキー
	21FW_P67_ロックサック
	21FW_P68_ロックサック
	21FW_P69＿マッキンレー
	21FW_P70_キュリアス
	21FW_P71_オルファ
	21FW_P72_スタークアール
	21FW_P73_ニューハレ
	21FW_P74_コロニル
	 21FW_表4



