
262110

203110

カラー／ベイ（BAY）、ドラゴン（DRA）、グラナイト（GR）、ハーブ（ERB）、マリーゴールド（MGD）
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス39％、ナイロン58％、ライクラ3％

・ダブルカフ　
・メッシュトップロック 
・アーチサポート　
・足裏クッション

トレイルミッドウェイトミニクルー  
¥1,870（税抜価格：￥1,700）

213130

グラナイト　GR マリーゴールド　MGD

ピーク　PEKリッジ　RID グラナイト　GRディジョン　DJN フェスティブ　FES

ハーブ　ERBベイ　BAY ドラゴン　DRA

TRAILMidweight

カラー／リッジ（RID）、ピーク（PEK）、ディジョン（DJN）、グラナイト（GR）
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス39％、ナイロン58％、ライクラ3％

トレイルミッドウェイトクルー  
¥1,980（税抜価格：￥1,800）

213170

カラー／フェスティブ（FES）
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス66％、
　　　  ナイロン28％、
　　　  ライクラ6％

スペクトラムトレイルミッドウェイトクルー  
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

213470

・リブニット　
・メッシュトップロック
・アーチサポート　
・足裏クッション

・リブニット　
・メッシュトップロック
・アーチサポート　
・足裏クッション

TRAILシリーズ

トレイルシリーズは未舗装の悪路や岩場での使用を考慮して設計されました。ダブルカフ（２重折りの履き口）は足首にぴったりフィットし、さら
にメッシュトップロック（綿密に織ったメッシュパネル）により、ソックス内へ砂埃や砂利などの侵入をブロックします。クールマックス®を採用し
ており、足とつま先の湿気を効果的に放出し、足を常にドライに快適に保ちます。足裏をパイル編みにすることでクッション性を備えています。
トレイルランニングやアドベンチャーレースなどにおすすめのソックスです。

ダブルカフ
・ずれ落ち防止＆
   砂埃の侵入を防ぐ

メッシュトップロック
・通気性は維持しながら
   砂埃の侵入を防ぐ
   細かいメッシュパネル

アーチサポート＆
ミッドウェイトクッション
・足裏パイル編みで
  安心のクッション

・ダブルカフ　
・メッシュトップロック 
・アーチサポート　
・足裏クッションカラー／グルービー（GRO）、ラーバ（LVA）、

　　　 ブリージー（BRE）、マーリー（MLY）、
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス66％、
   　　　ナイロン28％、ライクラ6％ 

スペクトラムトレイル
ミッドウェイトミニクルー  
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

213430

ブリージー　BRE マーリー　MLYグルービー　GRO ラーバ　LVA

SPECTRUM  TRAILMidweight 

NEW
color

NEW
color

NEW
color

NEW
color

NEW
color

世界で圧倒的な人気を誇る５本指ソックス専門のブランド、「インジンジ」。
スポーツを楽しむ人たちがより快適に、より健康に、より高いパフォーマン
スを発揮できるソックスを作る為に創設されたインジンジは、デザイン・素
材・縫製にこだわり、高機能・高品質な５本指ソックスを生み出しています。

ホリー　HOL

W’s TRAILMidweight

カラー／レオ（LEO）、トゥインクル（TKE）、
　　　   ミント（MNT）、ジュピター（JUP）
サイズ／XS/S　素材／クールマックス39％、

ナイロン58％、ライクラ3％

ウイメンズ トレイルミッドウェイト
ミニクルー 
¥1,870（税抜価格：￥1,700）

213131

レオ　LEO トゥインクル　TKE ミント　MNT ジュピター　JUP

カラー／ホリー（HOL）
サイズ／XS/S　
素　材／クールマックス66％、
　　　   ナイロン28％、
　　　   ライクラ6％

ウイメンズ スペクトラムトレイルミッドウェイトクルー  
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

213471

・女性の足にフィット
  するデザイン
・ダブルカフ　
・メッシュトップロック
・アーチサポート　
・足裏クッション

・女性の足にフィット
  するデザイン
・メッシュトップロック
・アーチサポート　
・足裏クッション

・女性の足にフィット
  するデザイン
・メッシュトップロック
・アーチサポート　
・足裏クッション

カラー／ブロッサム（BSM）、スパー（SPU）、クウォーツ（QTZ）　サイズ／XS/S
素　材／クールマックス39％、ナイロン58％、ライクラ3％

ウイメンズ トレイル ミッドウェイトクルー  
¥1,980（税抜価格：￥1,800）

213171

ブロッサム　BSM スパー　SPU クウォーツ　QTZ

・女性の足にフィットするデザイン
・ダブルカフ　
・メッシュトップロック　
・アーチサポート　
・足裏クッションカラー／バンズ（BAN）、アロー（ARW）、

　　　  ウェイビー（WAV）、カルマ（KAR）　　  
サイズ／XS/S　
素材／クールマックス66％、ナイロン28％、
　　 ライクラ6％ 

ウイメンズ  スペクトラムトレイルミッドウェイト
ミニクルー  
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

213431

アロー　ARW

W’s SPECTRUM  TRAILMidweight

NEWcolor NEWcolor

NEWcolor NEWcolor

NEW
color

バンズ　BAN カルマ　KARウェイビー　WAV

Limited
color
限定店舗様のみ
取扱カラー

Limited
color
限定店舗様のみ
取扱カラー
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262110

203110

カラー／ベイ（BAY）、ドラゴン（DRA）、グラナイト（GR）、ハーブ（ERB）、マリーゴールド（MGD）
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス39％、ナイロン58％、ライクラ3％

・ダブルカフ　
・メッシュトップロック 
・アーチサポート　
・足裏クッション

トレイルミッドウェイトミニクルー  
¥1,870（税抜価格：￥1,700）

213130

グラナイト　GR マリーゴールド　MGD

ピーク　PEKリッジ　RID グラナイト　GRディジョン　DJN フェスティブ　FES

ハーブ　ERBベイ　BAY ドラゴン　DRA

TRAILMidweight

カラー／リッジ（RID）、ピーク（PEK）、ディジョン（DJN）、グラナイト（GR）
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス39％、ナイロン58％、ライクラ3％

トレイルミッドウェイトクルー  
¥1,980（税抜価格：￥1,800）

213170

カラー／フェスティブ（FES）
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス66％、
　　　  ナイロン28％、
　　　  ライクラ6％

スペクトラムトレイルミッドウェイトクルー  
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

213470

・リブニット　
・メッシュトップロック
・アーチサポート　
・足裏クッション

・リブニット　
・メッシュトップロック
・アーチサポート　
・足裏クッション

TRAILシリーズ

トレイルシリーズは未舗装の悪路や岩場での使用を考慮して設計されました。ダブルカフ（２重折りの履き口）は足首にぴったりフィットし、さら
にメッシュトップロック（綿密に織ったメッシュパネル）により、ソックス内へ砂埃や砂利などの侵入をブロックします。クールマックス®を採用し
ており、足とつま先の湿気を効果的に放出し、足を常にドライに快適に保ちます。足裏をパイル編みにすることでクッション性を備えています。
トレイルランニングやアドベンチャーレースなどにおすすめのソックスです。

ダブルカフ
・ずれ落ち防止＆
   砂埃の侵入を防ぐ

メッシュトップロック
・通気性は維持しながら
   砂埃の侵入を防ぐ
   細かいメッシュパネル

アーチサポート＆
ミッドウェイトクッション
・足裏パイル編みで
  安心のクッション

・ダブルカフ　
・メッシュトップロック 
・アーチサポート　
・足裏クッションカラー／グルービー（GRO）、ラーバ（LVA）、

　　　 ブリージー（BRE）、マーリー（MLY）、
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス66％、
   　　　ナイロン28％、ライクラ6％ 

スペクトラムトレイル
ミッドウェイトミニクルー  
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

213430

ブリージー　BRE マーリー　MLYグルービー　GRO ラーバ　LVA

SPECTRUM  TRAILMidweight 

NEW
color

NEW
color

NEW
color

NEW
color

NEW
color

世界で圧倒的な人気を誇る５本指ソックス専門のブランド、「インジンジ」。
スポーツを楽しむ人たちがより快適に、より健康に、より高いパフォーマン
スを発揮できるソックスを作る為に創設されたインジンジは、デザイン・素
材・縫製にこだわり、高機能・高品質な５本指ソックスを生み出しています。

ホリー　HOL

W’s TRAILMidweight

カラー／レオ（LEO）、トゥインクル（TKE）、
　　　   ミント（MNT）、ジュピター（JUP）
サイズ／XS/S　素材／クールマックス39％、

ナイロン58％、ライクラ3％

ウイメンズ トレイルミッドウェイト
ミニクルー 
¥1,870（税抜価格：￥1,700）

213131

レオ　LEO トゥインクル　TKE ミント　MNT ジュピター　JUP

カラー／ホリー（HOL）
サイズ／XS/S　
素　材／クールマックス66％、
　　　   ナイロン28％、
　　　   ライクラ6％

ウイメンズ スペクトラムトレイルミッドウェイトクルー  
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

213471

・女性の足にフィット
  するデザイン
・ダブルカフ　
・メッシュトップロック
・アーチサポート　
・足裏クッション

・女性の足にフィット
  するデザイン
・メッシュトップロック
・アーチサポート　
・足裏クッション

・女性の足にフィット
  するデザイン
・メッシュトップロック
・アーチサポート　
・足裏クッション

カラー／ブロッサム（BSM）、スパー（SPU）、クウォーツ（QTZ）　サイズ／XS/S
素　材／クールマックス39％、ナイロン58％、ライクラ3％

ウイメンズ トレイル ミッドウェイトクルー  
¥1,980（税抜価格：￥1,800）

213171

ブロッサム　BSM スパー　SPU クウォーツ　QTZ

・女性の足にフィットするデザイン
・ダブルカフ　
・メッシュトップロック　
・アーチサポート　
・足裏クッションカラー／バンズ（BAN）、アロー（ARW）、

　　　  ウェイビー（WAV）、カルマ（KAR）　　  
サイズ／XS/S　
素材／クールマックス66％、ナイロン28％、
　　 ライクラ6％ 

ウイメンズ  スペクトラムトレイルミッドウェイト
ミニクルー  
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

213431

アロー　ARW

W’s SPECTRUM  TRAILMidweight

NEWcolor NEWcolor

NEWcolor NEWcolor

NEW
color

バンズ　BAN カルマ　KARウェイビー　WAV

Limited
color
限定店舗様のみ
取扱カラー

Limited
color
限定店舗様のみ
取扱カラー
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チャコール　CHボールパーク　BAL

カラー／チャコール（CH）、ボールパーク（BAL）
サイズ／S, M, L　
素　材／ヌーウール43％、アクリル43％、
　　　    ナイロン12％、ライクラ2％

・メッシュトップ　・アーチサポート
・足裏クッション　・湿度調整機能
・防臭機能

アウトドア
ミッドウェイトクルーヌーウール
¥2,530（税抜価格：￥2,300）

223370

チャコール　CH

カラー／チャコール（CH）
サイズ／S, M, L　
素　材／ヌーウール43％、アクリル43％、

ナイロン12％、ライクラ2％

・メッシュトップ　・アーチサポート　
・足裏クッション　・湿度調整機能　
・防臭機能

アウトドアミッドウェイトミニクルー 
ヌーウール
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

223330

OUTDOORMidweight

空はいつも晴れているとは限
りません。屋外では突然の雨に
降られることもあるでしょう。
そんな時に靴下が濡れても不快感
なく行動できるように、アウトドアシ
リーズの素材にはウールを選びました。
天然素材だからこそ備えている湿度調整
機能は肌触りをドライにするため、化学繊維
のソックスと比べると快適性に優れます。
天然の防臭効果も期待できるため、長時間、長期
間の活動におススメです。

メッシュトップ
・抜群の通気性

素材にヌーウール
・蒸れない調湿機能＆
   防臭効果

OUTDOORシリーズ アーチサポート
・快適フィット

ライナー＋（プラス）シリーズは、ラ
イナーソックスと、アウターソックスセッ
トで使用する２重履きソックスです。イン
ジンジの５本指ソックス「クールマックス・
ライナー」専用アウターで、抜群のフィット
感を提供します。
トレイルランニングなどランナーに最適な
「ライナー＋ランナーミニクルー」は少し短め
の丈で、アウターには抜群の吸水速乾性能を誇る
クールマックスを採用。より高いレベルでのクッション性に優れます。

LINER+（プラス）シリーズ 極薄ベースレーヤー
（ライナーソックス）

ダブルカフ

かかと補強
アーチサポート

指の動きを妨げない
抜群のフィット感のつま先形状

足裏はクッション付

ヌーウール™は、インジンジ独自のオーストリア産メリノウールです。ウールは天然の消臭機能で、嫌な臭いを抑えます。また、ウールが含む多量の空気は、断熱層となり
外気温を遮断します。そして、発生した汗を繊維内に吸収する時に発生する熱、吸収した汗を外へ放出する時に発生する気化熱のバランスにより、「夏は涼しく・冬は暖か
い」という特殊な機能を備える、貴重な天然素材なのです。インジンジでは、ＯＵＴＤＯＯＲシリーズに使用されており、長期間での使用にも耐えうる消臭機能と、外気温
差の激しいフィールドで活動するアウトドアアクティビティに最適な特徴を備えています。

クールマックス®は優れた快適な着心地をを提供する為に開発をされまし
た。肌面に発生した汗を吸上げ、素早く蒸発させることで、新しい空気を常
に取り込み、ドライで涼しい状況を保ちます。

スポーツやアクティビティにおいて最も過酷な状況の中でも、最適な吸水速乾能力を発揮します。
また 耐磨耗性もあり優れた耐久性を発揮し、摩耗と洗浄を繰り返した後でもその性能は持続します。

ライクラ®ファイバーは、２０世紀の衣料に革新をもたらしたアイテムの一つ
として有名です。肌や動きに沿って伸縮するこの素材は、動きやすさと快適
さを提供します。また、型崩れしにくい点も特徴であり、長く快適なフィット
感を提供します。インジンジでは、全てのモデルにライクラ®ファイバーを使
用することで。ストレスの無い自然なフィット感を提供しています。

エバーグレード　 EGLブラック　BK クランベリー　CRBグレー　GY

カラー／ブラック（BK）、エバーグレード（EGL）　
サイズ／S/M (23-27cm)
素　材／
ランナー（アウターソックス）：
クールマックス33%、ナイロン65%、ライクラ2%
ライナー：クールマックス63%、ナイロン33%、
　　　　 ライクラ4%

メンズ ライナー＋ランナーミニクルー  
¥3,080（税抜価格：￥2,800）

344130
カラー／グレー（GY）、クランベリー（CRB）　サイズ／XS/S (21.5-25cm)
素　材／ランナー（アウターソックス）：クールマックス33%、ナイロン65%、ライクラ2%
　　　  ライナー：クールマックス63%、ナイロン33%、ライクラ4%

ウイメンズ ライナー＋ランナーミニクルー  
¥3,080（税抜価格：￥2,800）

344131LINER+RUNNER

・アーチサポート　
・足裏クッション　
・かかと補強　
・極薄ベースレイヤー
  （ライナーソックス）
・指の動きを妨げない、抜群の
  フィット感のつま先形状

・アーチサポート　
・足裏クッション　
・かかと補強　
・極薄ベースレイヤー（ライナーソックス）
・指の動きを妨げない、抜群のフィット感のつま先形状

NEW
color ULTRA RUN

W’s ULTRA RUN

ウイメンズ ウルトラランクルー
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

401171

カラー／ダイブ（DIV）　サイズ／XS/S
素　材／クールマックス28％、ナイロン67％、ライクラ5％

ダイブ　DIV

ウルトラランノーショウ ¥1,980（税抜価格：￥1,800）
401110

カラー／デコ（DEC）、ポップ（PPP）、オニキス（ONY）　
サイズ／S,M,L
素　材／クールマックス33％、ナイロン64％、ライクラ3％

デコ　DEC ポップ　PPP オニキス　ONY

ウルトラランクルー 
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

401170

カラー／オブシディアン（OBS）　
サイズ／S,M,L
素　材／クールマックス28％、
　　　   ナイロン67％、ライクラ5％

オブシディアン　OBS

ウイメンズ ウルトラランノーショウ
¥1,980（税抜価格：￥1,800）

401111

カラー／デュウ（DEW）、
　　　   メロン（MEL）、
　　　   タイド（TDE）　
サイズ／XS/S
素　材／クールマックス33％、
　　　   ナイロン64％、
　　　   ライクラ3％

タイド TDEメロン　MELデュウ 　DEW

メロン　MELデュウ 　DEWタイド 　TDE

吸水速乾ファブリック
・クールマックスで足元ドライ

ヒールタブ
・擦り傷から
   足を守る

メッシュトップ
・抜群の通気性で涼しく快適

つま先まで
パイル編み
・指先まで包み込まれて
   快適な履き心地

アーチサポート＆
プロテクトクッション
・足裏の衝撃を和らげる
   安心のパイル編み

ULTRA RUNシリーズ

「ウルトララン」シリーズは、最高の履き心地とクッション性を提供するモデルです。
ランシリーズの「アーチサポート」「メッシュトップパネル」に加え、さらに独自の縫製技術で指の先にまでパイル編みを施すことでクッション性を進化させました。
長距離ランナーやロングトレイルランナー、エントリーユーザーなど、足裏に加わる負担をより少なくしたい人へ特におすすめするシリーズです。

・メッシュトップ　・アーチサポート　
・足裏クッション　・指先クッション

ウルトラランミニクルー 
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

401130

カラー／デコ（DEC）、
　　　   ポップ（PPP）、
　　　   オニキス（ONY）
サイズ／S,M,L
素　材／クールマックス33％、
　　　   ナイロン64％、
　　　   ライクラ3％

・メッシュトップ　
・アーチサポート　
・足裏クッション　
・指先クッション

・メッシュトップ　
・アーチサポート　
・足裏クッション　
・指先クッション

・女性の足にフィットするデザイン　
・メッシュトップ　
・アーチサポート　
・足裏クッション　
・指先クッション

・女性の足にフィットするデザイン　
・メッシュトップ　
・アーチサポート　
・足裏クッション　
・指先クッション

・女性の足に
  フィットするデザイン　
・メッシュトップ　
・アーチサポート　
・足裏クッション　
・指先クッション

デコ　DECオニキス　ONY ポップ　PPP

ウイメンズ ウルトラランミニクルー
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

401131

カラー／デュウ（DEW）、　　
　　　　メロン（MEL）、
　　　　タイド（TDE）
サイズ／XS/S
素　材／クールマックス33％、
　　　 ナイロン64％、
　　　 ライクラ3％

NEWcolor

NEWcolor
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チャコール　CHボールパーク　BAL

カラー／チャコール（CH）、ボールパーク（BAL）
サイズ／S, M, L　
素　材／ヌーウール43％、アクリル43％、
　　　    ナイロン12％、ライクラ2％

・メッシュトップ　・アーチサポート
・足裏クッション　・湿度調整機能
・防臭機能

アウトドア
ミッドウェイトクルーヌーウール
¥2,530（税抜価格：￥2,300）

223370

チャコール　CH

カラー／チャコール（CH）
サイズ／S, M, L　
素　材／ヌーウール43％、アクリル43％、

ナイロン12％、ライクラ2％

・メッシュトップ　・アーチサポート　
・足裏クッション　・湿度調整機能　
・防臭機能

アウトドアミッドウェイトミニクルー 
ヌーウール
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

223330

OUTDOORMidweight

空はいつも晴れているとは限
りません。屋外では突然の雨に
降られることもあるでしょう。
そんな時に靴下が濡れても不快感
なく行動できるように、アウトドアシ
リーズの素材にはウールを選びました。
天然素材だからこそ備えている湿度調整
機能は肌触りをドライにするため、化学繊維
のソックスと比べると快適性に優れます。
天然の防臭効果も期待できるため、長時間、長期
間の活動におススメです。

メッシュトップ
・抜群の通気性

素材にヌーウール
・蒸れない調湿機能＆
   防臭効果

OUTDOORシリーズ アーチサポート
・快適フィット

ライナー＋（プラス）シリーズは、ラ
イナーソックスと、アウターソックスセッ
トで使用する２重履きソックスです。イン
ジンジの５本指ソックス「クールマックス・
ライナー」専用アウターで、抜群のフィット
感を提供します。
トレイルランニングなどランナーに最適な
「ライナー＋ランナーミニクルー」は少し短め
の丈で、アウターには抜群の吸水速乾性能を誇る
クールマックスを採用。より高いレベルでのクッション性に優れます。

LINER+（プラス）シリーズ 極薄ベースレーヤー
（ライナーソックス）

ダブルカフ

かかと補強
アーチサポート

指の動きを妨げない
抜群のフィット感のつま先形状

足裏はクッション付

ヌーウール™は、インジンジ独自のオーストリア産メリノウールです。ウールは天然の消臭機能で、嫌な臭いを抑えます。また、ウールが含む多量の空気は、断熱層となり
外気温を遮断します。そして、発生した汗を繊維内に吸収する時に発生する熱、吸収した汗を外へ放出する時に発生する気化熱のバランスにより、「夏は涼しく・冬は暖か
い」という特殊な機能を備える、貴重な天然素材なのです。インジンジでは、ＯＵＴＤＯＯＲシリーズに使用されており、長期間での使用にも耐えうる消臭機能と、外気温
差の激しいフィールドで活動するアウトドアアクティビティに最適な特徴を備えています。

クールマックス®は優れた快適な着心地をを提供する為に開発をされまし
た。肌面に発生した汗を吸上げ、素早く蒸発させることで、新しい空気を常
に取り込み、ドライで涼しい状況を保ちます。

スポーツやアクティビティにおいて最も過酷な状況の中でも、最適な吸水速乾能力を発揮します。
また 耐磨耗性もあり優れた耐久性を発揮し、摩耗と洗浄を繰り返した後でもその性能は持続します。

ライクラ®ファイバーは、２０世紀の衣料に革新をもたらしたアイテムの一つ
として有名です。肌や動きに沿って伸縮するこの素材は、動きやすさと快適
さを提供します。また、型崩れしにくい点も特徴であり、長く快適なフィット
感を提供します。インジンジでは、全てのモデルにライクラ®ファイバーを使
用することで。ストレスの無い自然なフィット感を提供しています。

エバーグレード　 EGLブラック　BK クランベリー　CRBグレー　GY

カラー／ブラック（BK）、エバーグレード（EGL）　
サイズ／S/M (23-27cm)
素　材／
ランナー（アウターソックス）：
クールマックス33%、ナイロン65%、ライクラ2%
ライナー：クールマックス63%、ナイロン33%、
　　　　 ライクラ4%

メンズ ライナー＋ランナーミニクルー  
¥3,080（税抜価格：￥2,800）

344130
カラー／グレー（GY）、クランベリー（CRB）　サイズ／XS/S (21.5-25cm)
素　材／ランナー（アウターソックス）：クールマックス33%、ナイロン65%、ライクラ2%
　　　  ライナー：クールマックス63%、ナイロン33%、ライクラ4%

ウイメンズ ライナー＋ランナーミニクルー  
¥3,080（税抜価格：￥2,800）

344131LINER+RUNNER

・アーチサポート　
・足裏クッション　
・かかと補強　
・極薄ベースレイヤー
  （ライナーソックス）
・指の動きを妨げない、抜群の
  フィット感のつま先形状

・アーチサポート　
・足裏クッション　
・かかと補強　
・極薄ベースレイヤー（ライナーソックス）
・指の動きを妨げない、抜群のフィット感のつま先形状

NEW
color ULTRA RUN

W’s ULTRA RUN

ウイメンズ ウルトラランクルー
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

401171

カラー／ダイブ（DIV）　サイズ／XS/S
素　材／クールマックス28％、ナイロン67％、ライクラ5％

ダイブ　DIV

ウルトラランノーショウ ¥1,980（税抜価格：￥1,800）
401110

カラー／デコ（DEC）、ポップ（PPP）、オニキス（ONY）　
サイズ／S,M,L
素　材／クールマックス33％、ナイロン64％、ライクラ3％

デコ　DEC ポップ　PPP オニキス　ONY

ウルトラランクルー 
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

401170

カラー／オブシディアン（OBS）　
サイズ／S,M,L
素　材／クールマックス28％、
　　　   ナイロン67％、ライクラ5％

オブシディアン　OBS

ウイメンズ ウルトラランノーショウ
¥1,980（税抜価格：￥1,800）

401111

カラー／デュウ（DEW）、
　　　   メロン（MEL）、
　　　   タイド（TDE）　
サイズ／XS/S
素　材／クールマックス33％、
　　　   ナイロン64％、
　　　   ライクラ3％

タイド TDEメロン　MELデュウ 　DEW

メロン　MELデュウ 　DEWタイド 　TDE

吸水速乾ファブリック
・クールマックスで足元ドライ

ヒールタブ
・擦り傷から
   足を守る

メッシュトップ
・抜群の通気性で涼しく快適

つま先まで
パイル編み
・指先まで包み込まれて
   快適な履き心地

アーチサポート＆
プロテクトクッション
・足裏の衝撃を和らげる
   安心のパイル編み

ULTRA RUNシリーズ

「ウルトララン」シリーズは、最高の履き心地とクッション性を提供するモデルです。
ランシリーズの「アーチサポート」「メッシュトップパネル」に加え、さらに独自の縫製技術で指の先にまでパイル編みを施すことでクッション性を進化させました。
長距離ランナーやロングトレイルランナー、エントリーユーザーなど、足裏に加わる負担をより少なくしたい人へ特におすすめするシリーズです。

・メッシュトップ　・アーチサポート　
・足裏クッション　・指先クッション

ウルトラランミニクルー 
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

401130

カラー／デコ（DEC）、
　　　   ポップ（PPP）、
　　　   オニキス（ONY）
サイズ／S,M,L
素　材／クールマックス33％、
　　　   ナイロン64％、
　　　   ライクラ3％

・メッシュトップ　
・アーチサポート　
・足裏クッション　
・指先クッション

・メッシュトップ　
・アーチサポート　
・足裏クッション　
・指先クッション

・女性の足にフィットするデザイン　
・メッシュトップ　
・アーチサポート　
・足裏クッション　
・指先クッション

・女性の足にフィットするデザイン　
・メッシュトップ　
・アーチサポート　
・足裏クッション　
・指先クッション

・女性の足に
  フィットするデザイン　
・メッシュトップ　
・アーチサポート　
・足裏クッション　
・指先クッション

デコ　DECオニキス　ONY ポップ　PPP

ウイメンズ ウルトラランミニクルー
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

401131

カラー／デュウ（DEW）、　　
　　　　メロン（MEL）、
　　　　タイド（TDE）
サイズ／XS/S
素　材／クールマックス33％、
　　　 ナイロン64％、
　　　 ライクラ3％

NEWcolor

NEWcolor
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ブラック　BK

W’s RUN Lightweight
ウイメンズ ランライトウェイトノーショウ  
¥1,540（税抜価格：￥1,400）

261111

カラー／タイガー（TIG）、グレー（GY）、ブラック（BK）、ネッシー（NES）、ジュエル（JWL）
サイズ／XS/S　
素材／クールマックス32％、ナイロン63％、ライクラ5％

スペクトラム ランライトウェイトノーショウ
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

261410

カラー／コイルＳＰ（COI）、ディープシーＳＰ（DPS）、リーフＳＰ（REF）
サイズ／S,M,L　素材／クールマックス50％、ナイロン45％、ライクラ5％

・メッシュトップ   ・アーチサポート

ジングルＳＰ　JIN

ネッシー　NES ジュエル　JWL

タイガー　TIG グレー　GY

RUNシリーズRUNシリーズ
素材・厚さは3種類
・LW（薄手）
・OW（スタンダード）
・MW（クッション付）

メッシュトップ
・抜群の通気性

アーチサポート
・快適フィット
・ずれにくい

ヒール
・耐久性を
  更に強化

インジンジの５本指ソックスはランニングに最適な靴下です。 独立したトゥースリーブ形状により５本の指は解放され、走行時のグリップ力を高めバランス力を向上させます。
さらに、指と指とが擦れにくいのでランニング時の安心感にも繋がり、汗を効率よく吸収蒸散させることで肌面をドライな状況に保ちます。素材には耐摩耗性に優れる生地を採用。
５本指ソックスの弱点である穴あきに対する耐久性を格段にアップさせました。

RUN Lightweight
ランライトウェイトノーショウ  ¥1,540（税抜価格：￥1,400）261110
カラー／ライムエイド(LMA)、マリブ（MAB）、ノアール（NOI）、ブラック（BK）、グレー（GY）、イスラ（ILA）、ロビン（RBN）
サイズ／S,M,L　素材／クールマックス28％、ナイロン67％、ライクラ5％

・メッシュトップ   ・アーチサポート

マリブ　MAB

グレー　GY

ブラック　BK

ノアール　NOI ロビン　RBN

イスラ　ILA

ライムエイド　LMA

ディープシーＳＰ　DPS リーフＳＰ　REFコイルＳＰ　COI

ピナＳＰ　PIN フィズＳＰ　FIZ

ジョリーＳＰ　JOL

ラベンダーＳＰ　LAV

ヒールタブ
・擦り傷から足を守る

スペクトラム ウイメンズ 
ランライトウェイトノーショウ
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

261411

カラー／ジングル（JIN）、ジョリー（JOL）、ピナＳＰ（PIN）、ラベンダーＳＰ（LAV）、フィズＳＰ（FIZ）
サイズ／XS/S　素材／クールマックス70％、ナイロン25％、ライクラ5％

・女性の足にフィットするデザイン　
・メッシュトップ　・アーチサポート

・女性の足にフィットするデザイン　
・メッシュトップ　・アーチサポート

RUN Lightweight

ジーン　JEA チャコール　CH

ランライトウェイトノーショウヌーウール
¥1,870（税抜価格：￥1,700）

201310

カラー／チャコール（CH）、ジーン（JEA）
サイズ／S,M,L　
素　材／ヌーウール32％、アクリル32％、
　　　　ナイロン31％、ライクラ5％

ランライトウェイト
クルー  
¥1,980（税抜価格：￥1,800）

201170

カラー／オパール（OPL）　
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス28％、
　　　   ナイロン67％、ライクラ5％

・メッシュトップ　
・アーチサポート

オパール　OPL

マリブ　MAB

ランライトウェイトミニクルー
¥1,540（税抜価格：￥1,400）

261130

カラー／ブラック（BLA）、グレー（GRR）、マリブ（MAB）　サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス27％、ナイロン68％、ライクラ5％

・メッシュトップ　・アーチサポート

ブラック　BK グレー　GY マリブ　MAB

RUNMidweight

RUN Original Weight

ブラック　BLA

ブラック／グレー　BKG ブラック／グレー　BKG

カラー／ブラック（BK）、グレー（GY）、マリブ（MAB）　サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス29％、ナイロン68％、ライクラ3％

・メッシュトップ
・アーチサポート

ランオリジナルウェイトノーショウ  ¥1,540（税抜価格：￥1,400）262110

カラー／ブラック（BLA）　
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス29％、
　　　   ナイロン68％、
　　　   ライクラ3％

・メッシュトップ
・アーチサポート

ランオリジナルウェイトミニクルー
¥1,540（税抜価格：￥1,400）

262130

カラー／ブラック／グレー（BKG）
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス30％、
　　　   ナイロン67％、ライクラ3％

・メッシュトップ　
・アーチサポート　
・足裏クッション

カラー／ブラック／グレー（BKG）
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス30％、
　　　   ナイロン67％、ライクラ3％

・メッシュトップ　
・アーチサポート　
・足裏クッション

ランミッドウェイトノーショウ
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

203110 ランミッドウェイトミニクルー
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

203230

グレー　GRRブラック　BLA

・メッシュトップ　
・アーチサポート
・湿度調整機能　
・防臭機能

最も薄く、最も素足感覚に近い厚さ。
最大の足裏感覚を求めるユーザーに。（ライトウェイト）

インジンジが提供するスタンダードな厚さ。
靴との相性抜群。迷ったらＯＷがおすすめ。（オリジナルウェイト）

足裏にパイル編みを施し、クッション性を持たせた厚さ。
足への衝撃を減らしたい悪路向き。 エントリーユーザーにもお勧め！（ミッドウェイト）

足裏にパイル編みを施し、クッション性を持たせた厚さ。
更に指先にもクッション付でしっかり保護。（ミッドウェイト+）

Sock Weights（ソックスの厚みについて）

LW

OW

MW

MW+

NEW
color

Limited
color
限定店舗様のみ
取扱カラー

Limited
color
限定店舗様のみ
取扱カラー
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ブラック　BK

W’s RUN Lightweight
ウイメンズ ランライトウェイトノーショウ  
¥1,540（税抜価格：￥1,400）

261111

カラー／タイガー（TIG）、グレー（GY）、ブラック（BK）、ネッシー（NES）、ジュエル（JWL）
サイズ／XS/S　
素材／クールマックス32％、ナイロン63％、ライクラ5％

スペクトラム ランライトウェイトノーショウ
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

261410

カラー／コイルＳＰ（COI）、ディープシーＳＰ（DPS）、リーフＳＰ（REF）
サイズ／S,M,L　素材／クールマックス50％、ナイロン45％、ライクラ5％

・メッシュトップ   ・アーチサポート

ジングルＳＰ　JIN

ネッシー　NES ジュエル　JWL

タイガー　TIG グレー　GY

RUNシリーズRUNシリーズ
素材・厚さは3種類
・LW（薄手）
・OW（スタンダード）
・MW（クッション付）

メッシュトップ
・抜群の通気性

アーチサポート
・快適フィット
・ずれにくい

ヒール
・耐久性を
  更に強化

インジンジの５本指ソックスはランニングに最適な靴下です。 独立したトゥースリーブ形状により５本の指は解放され、走行時のグリップ力を高めバランス力を向上させます。
さらに、指と指とが擦れにくいのでランニング時の安心感にも繋がり、汗を効率よく吸収蒸散させることで肌面をドライな状況に保ちます。素材には耐摩耗性に優れる生地を採用。
５本指ソックスの弱点である穴あきに対する耐久性を格段にアップさせました。

RUN Lightweight
ランライトウェイトノーショウ  ¥1,540（税抜価格：￥1,400）261110
カラー／ライムエイド(LMA)、マリブ（MAB）、ノアール（NOI）、ブラック（BK）、グレー（GY）、イスラ（ILA）、ロビン（RBN）
サイズ／S,M,L　素材／クールマックス28％、ナイロン67％、ライクラ5％

・メッシュトップ   ・アーチサポート

マリブ　MAB

グレー　GY

ブラック　BK

ノアール　NOI ロビン　RBN

イスラ　ILA

ライムエイド　LMA

ディープシーＳＰ　DPS リーフＳＰ　REFコイルＳＰ　COI

ピナＳＰ　PIN フィズＳＰ　FIZ

ジョリーＳＰ　JOL

ラベンダーＳＰ　LAV

ヒールタブ
・擦り傷から足を守る

スペクトラム ウイメンズ 
ランライトウェイトノーショウ
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

261411

カラー／ジングル（JIN）、ジョリー（JOL）、ピナＳＰ（PIN）、ラベンダーＳＰ（LAV）、フィズＳＰ（FIZ）
サイズ／XS/S　素材／クールマックス70％、ナイロン25％、ライクラ5％

・女性の足にフィットするデザイン　
・メッシュトップ　・アーチサポート

・女性の足にフィットするデザイン　
・メッシュトップ　・アーチサポート

RUN Lightweight

ジーン　JEA チャコール　CH

ランライトウェイトノーショウヌーウール
¥1,870（税抜価格：￥1,700）

201310

カラー／チャコール（CH）、ジーン（JEA）
サイズ／S,M,L　
素　材／ヌーウール32％、アクリル32％、
　　　　ナイロン31％、ライクラ5％

ランライトウェイト
クルー  
¥1,980（税抜価格：￥1,800）

201170

カラー／オパール（OPL）　
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス28％、
　　　   ナイロン67％、ライクラ5％

・メッシュトップ　
・アーチサポート

オパール　OPL

マリブ　MAB

ランライトウェイトミニクルー
¥1,540（税抜価格：￥1,400）

261130

カラー／ブラック（BLA）、グレー（GRR）、マリブ（MAB）　サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス27％、ナイロン68％、ライクラ5％

・メッシュトップ　・アーチサポート

ブラック　BK グレー　GY マリブ　MAB

RUNMidweight

RUN Original Weight

ブラック　BLA

ブラック／グレー　BKG ブラック／グレー　BKG

カラー／ブラック（BK）、グレー（GY）、マリブ（MAB）　サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス29％、ナイロン68％、ライクラ3％

・メッシュトップ
・アーチサポート

ランオリジナルウェイトノーショウ  ¥1,540（税抜価格：￥1,400）262110

カラー／ブラック（BLA）　
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス29％、
　　　   ナイロン68％、
　　　   ライクラ3％

・メッシュトップ
・アーチサポート

ランオリジナルウェイトミニクルー
¥1,540（税抜価格：￥1,400）

262130

カラー／ブラック／グレー（BKG）
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス30％、
　　　   ナイロン67％、ライクラ3％

・メッシュトップ　
・アーチサポート　
・足裏クッション

カラー／ブラック／グレー（BKG）
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス30％、
　　　   ナイロン67％、ライクラ3％

・メッシュトップ　
・アーチサポート　
・足裏クッション

ランミッドウェイトノーショウ
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

203110 ランミッドウェイトミニクルー
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

203230

グレー　GRRブラック　BLA

・メッシュトップ　
・アーチサポート
・湿度調整機能　
・防臭機能

最も薄く、最も素足感覚に近い厚さ。
最大の足裏感覚を求めるユーザーに。（ライトウェイト）

インジンジが提供するスタンダードな厚さ。
靴との相性抜群。迷ったらＯＷがおすすめ。（オリジナルウェイト）

足裏にパイル編みを施し、クッション性を持たせた厚さ。
足への衝撃を減らしたい悪路向き。 エントリーユーザーにもお勧め！（ミッドウェイト）

足裏にパイル編みを施し、クッション性を持たせた厚さ。
更に指先にもクッション付でしっかり保護。（ミッドウェイト+）

Sock Weights（ソックスの厚みについて）

LW

OW

MW

MW+

NEW
color

Limited
color
限定店舗様のみ
取扱カラー

Limited
color
限定店舗様のみ
取扱カラー
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リング　RNG

カラー／ブラック（BK） ¥1,320（税抜価格：￥1,200）
カラー／リング（RNG） ¥1,650（税抜価格：￥1,500）
サイズ／S, M, L　
素　材／クールマックス85％、ナイロン12％、ライクラ3％

・アーチサポート

カラー／ブラック（BK）　
サイズ／S, M, L　
素　材／
クールマックス78％、
ナイロン18％、ライクラ4％

・アーチサポート

スポーツ 
オリジナルウェイトミニクルー 

052230

スポーツ 
オリジナルウェイトクルー
¥1,320（税抜価格：￥1,200）

052270

SPORT Light Weight・Original Weight

ブラック　BK ブラック　BK

S M L
23-25cm 25.5-27cm 27.5-29cm

Unisex

XS/S S/M L/XL
21.5-25cm 23-27cm 27.5-29.5cm

W's M's

Sock Height（ソックスの丈について）

クルー ミニクルー ノーショウ ヒドゥン

2021限定color

LINERシリーズ
お気に入りの靴下を履きながら５本指ソックスも履きたい人へおススメするのがこの
靴下。ライナーソックスの上にアウターソックスを履くことを想定して生地の厚さは極
薄に設定。
もちろん単体でも着用可能です。
コストパフォーマンスに優れ汎用性が高いアイテムなので、５本指ソックスの愛用者
から選ばれ続けている人気ソックスです。

SPORTシリーズ
汎用性に優れた万能シリーズ。　ラインナップ中、一番シンプルな作りなので普段履
きはもちろん、仕事帰りのスポーツジム、すべてのスポーツにおすすめ。LINER & SPORTシリーズ

LINER

カラー／グレー（GY）、ブラック（BLA）、フレーム（FLA）、　サイズ／S, M, L　
素　材／クールマックス75％、ナイロン21％、ライクラ4％

・極薄ベースレイヤー

ライナークルー 
¥1,320（税抜価格：￥1,200）

060270

グレー　GY
フレーム　FLAブラック　BLA

カラー／チャコール（CHR）　
サイズ／S, M, L
素　材／
ヌーウール41％、アクリル41％、
ナイロン15％、ライクラ3％

・極薄ベースレイヤー
・湿度調整機能
・防臭機能

ライナークルー ヌーウール 
¥1,540（税抜価格：￥1,400）

060370

チャコール　CHR

NEW
color

NEW
color

We’re FITS socks.
FITSでは、古き良き方法と最新の技術を使った方法、異なる方法で物事を行います。 アメリカ国内製造の卓越した伝統を生かし、私たちは量よりも
品質を重視しています。 一般的なソックスよりも1.5倍から2倍もの手間と時間をかけて、入手可能な最高の素材を使用して、長く使えるお気に入り
を作ります。 私たちの仕事はとてもシンプルです。最もフィットし、最も快適なソックスをお届けすることです。 あなたにとって完璧なソックスを見
つけるのがこれまでになく簡単になりました。全てのソックスは温かい家族経営の工場で、徹底した品質管理体制のものに生産されています。
工場のあるアメリカ・テネシー州のニオタという町は100年以上のソックス生産の歴史があります。

フルコンタクトフィット™ システム
FITSの天然素材と化繊の絶妙な構造は、あらゆるアクティビティとあらゆる足に完璧なレベルのクッション性、通気性、伸縮性、快適さを提供します。
この結果、これまでに履いたソックスの中で最も快適だと感じて頂けることでしょう。

厳選された優れた素材
フィッツのハイカーシリーズは市場にある他のソックスよりもとても高品質なメリノウー
ルを使用しています。ソックスの大部分に18.5μmの極細メリノウールを使用していま
す。かかととつま先には23.5μmを使用し耐久性をあげています。これにより、より優れ
たフィット感、より高い快適性、より高い耐久性のあるソックスとなります。
ラグドシリーズには強度、肌触りのバランスのとれた、こだわりの23.5μmのメリノウー
ルを採用。

ウールは、天然の抗菌性、吸湿発散性、難燃性の繊維です。自然界の中で最も
優れた幅広い用途で使われている繊維の1つです。

MADE IN THE USA

18.5μｍ
高品質超快適
極細ウール

23.5μｍ
高品質ウール

（つま先、かかと）

60μｍ
人の髪の毛
の太さ

1  メリノウールのパフォーマンス

湿気を体から逃がし、冬は暖かくドライに、夏は涼しくドライに保ちます。
2  吸湿性と通気性

フィッツには様々なクッションレベルがあります。
ソックスの主なクッションゾーンが足と足首をサポートし、他には真似できない
唯一無二の快適さを提供します。

6  スマートクッション

とても深いヒールポケットがかかとをしっかり収めてロックしてくれるので超安
心快適。ソックスがよれて気持ち悪いようなことがなくあなたのパフォーマン
スを助けます。 「Ｙ」の縫製が見えますか？ これがかかとの超快適の秘密です。

5  ヒールロック

つま先の独特の立体的な形で指が動きやすく超快適。よれたりしないので快
適です。
「Ｙ」の縫製が見えますか？  これがつま先の超快適の秘密です。

4  ダイナミックトゥカップ

独自の段階的なコンプレッションがふくらはぎから足首を包み込み、ソックスが
ズレ落ちるのを防ぎます。足部分にも採用されており、ソックスが靴の中でた
るんで気持ち悪いなんてことはもうありません。

3  フルコンタクトカフ

フィッツ／ソックス　36

to
es
oc
k

35　インジンジ／五本指ソックス


	catalog2021fw_Part30
	catalog2021fw_Part31
	catalog2021fw_Part32
	catalog2021fw_Part33
	catalog2021fw_Part34
	catalog2021fw_Part35
	catalog2021fw_Part36



