
UV対策

ブルーマウンテン
（611）

パミス
（346）

ユーカリプタス
（708）

シンダー/グレー
（320）ラベンダー

（912）

ワイルド オーキッド
（416）

カラー／シンダー/グレー（320）、ブルーマウンテン（611）、パミス（346）、
ユーカリプタス（708）、ラベンダー（912）、

　　　   ワイルド オーキッド（416）
サイズ／S/M（M）：54～58cm、L/XL（L）：58～62cm　重量／73.7g　
素材／ナイロン：88％、ポリエステル：12％

アメリカ人気No.1！
アドベンチャーハットの機能を保ちつつ、軽量化されたモデルで
アクティブスポーツ向けのアイテムです

●ツバ幅：8.5cm、ネックケープ：15cm　●UVカット（UPF50+）
●サングラスロック　●汗止めバンド　●撥水防汚加工
●サイズ調整可　●Bluesign生地　

ウルトラアドベンチャーハット 
¥5,500（税抜価格：￥5,000）

S2A01392

畳めるつばサングラスロックUVカット
クラムシェルブリムで
大きなツバもコンパクトに
折り畳めます

老若男女、全ての人に愛されていベストセラーモデル。
真夏の日差しからあなたを守ります

●ツバ幅：10cm、ネックケープ：19.5cm　
●UVカット（UPF50+）（メッシュ部分除く）
●クラウンベンチレーション　●水に浮く軽さ　
●撥水防汚加工　●サイズ調整可
●Bluesign生地

カラー／ブルーストーン（518）、ブロッサム（403）、ブルームーン/チャコール（598）、
クリーム（223）、ユーカリプタス（708）、クオリイ（331）、アイリス（933）、

　　　　サンド（255）
サイズ／S/M（M）：54～58cm、L/XL（L）：58～62cm
重　量／85g　
素　材／《メイン》 ナイロン：100％　
　　　　《クラウンメッシュ》 ポリエステル：100％

アドベンチャーハット 
¥4,950（税抜価格：￥4,500）

S2A01001

UVカット

クオリイ
（331）

アイリス
（933）

サンド
（255）

ユーカリプタス
（708）

ブルームーン／チャコール
（598）

ブルーストーン
（518）

ブロッサム
（403）

クリーム
（223）

WATER PROOF

●UVカット（UPF50+）　●完全防水性　
●優れた通気性　●フルシーム加工　
●ツバ幅：9cm、ネックケープ：15.5cm
●視認性をアップさせるリフレクティブプリント　
●メッシュ汗止めバンド　●サイズ調整可

カラー／ミネラル（510）、トープ（264）、シャドウ（302）、パイン（711）
サイズ／S/M（M）：54～58cm、L/XL（L）：58～62cm　重量／82.2g　
素　材／《シェル》 ナイロン78％、ポリエステル：22％　《ライナー》 ポリエステル：100％

ウルトラアドベンチャー
ストームハット 
¥6,160（税抜価格：￥5,600）

S3A01558

トープ
（264）

ミネラル
（510）

シャドウ
（302）

折りたたみ時

パイン
（711）

アドベンチャーハットシリーズのNEWアイテム！
完全防水でコンパクトに収納ができるアドベンチャーストームハットは、
雨の日にも快適に使えるアイテムです

防　水UVカット

完全防水
Instagram: @xeroshoes_japan

We believe in feet!
足は身体の基礎・基盤となる部分です。
体中の骨と関節のうち、じつに４分の１が足にあります。
そして手の指先同様、多くの末梢神経が集中しており、情報を敏感に感じ取るセンサーの役割を持っています。
どのように立ち、どのように歩くことが最も自然なのか、頭で考えるより先に、足は感じる力を備えています。
そんな優秀な機能を持った足の動きを妨げずに、自然な動きを実現させるためには靴選びが重要となります。
ゼロシューズは私たちの足を信じ、足の機能を最大限に活かすことができる靴を作り続けます。

ゆとりのあるつま先構造で自然なフィット感を実現。
「バランスをとる」「踏み出す」「踏ん張る」などの動作
に欠かせない指の動きを妨げません。
親指から小指までのびのびと動かすことが可能です。

ゼロシューズの特徴
ナチュラルフィット

「私たちは足を信じています！」

から
ゼロ

始めよう

つま先とかかとの高低差が全くないゼロドロップ構
造で、素足で立っているのと同じ姿勢を実現。
また5～10㎜と非常に薄いソール構造で地面との距
離もとても近く、よりダイレクト感を感じることがで
きます。

ナチュラルフィール

足をサポートするような機能はほとんどありません。
足の動きにしなやかに追従するやわらかさ。自由に、
自然に足を動かすことができる開放感を楽しんでく
ださい。

ナチュラルモーション
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MESATRAIL
メサトレイル

より自由に、より開放的にトレイルを走りたい方におすすめのトレイルランニング
シューズ。
37.5®ライナーがシューズ内の温度上昇を抑え、快適に走り続けることが可能です。

MTM

重   量（片足）／215g（27.0㎝）
カラー／クレイラスト（CLR）、フォレスト（FGN）、ブラック（BLK）、ブライトイエロー（BYL）、
　　　  モアブレッド（MRD）
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：8.5mm（ベース5㎜+ラグ3.5mm）

M's メサトレイル  ¥14,300（税抜価格：￥13,000）
MTW

重   量（片足）／181g（24.0㎝）
カラー／ダークグレーサファイア（DGS）、ブラック（BLK）、ラグーン（LGN）、マッディローズ（ROS）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：8.5mm（ベース5㎜+ラグ3.5mm）

W's メサトレイル  ¥14,300（税抜価格：￥13,000）

XCURSION FUSION
エクスカージョンフュージョン

履き心地はしなやかな仕上がりながら新しいソールユニット
で走破性も確保。ミドルカットのホールド性と防水性能が行
動範囲をより拡大してくれるモデル。

XFM

重   量（片足）／374g（27.0㎝）
カラー／ブラックチタニウム（BTM）、バイソン（BIS）
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：9㎜（ベース5.5㎜+ラグ3.5㎜）

M's エクスカージョンフュージョン  ¥17,380（税抜価格：￥15,800） XFW

カラー／ブラックチタニウム（BTM）、スプルース（SPR）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：9㎜（ベース5.5㎜+ラグ3.5㎜）

W's エクスカージョンフュージョン  ¥17,380（税抜価格：￥15,800）

ブラックチタニウム（W’s）
（BTM）

スプルース（W’s）
（SPR）

バイソン（M’s）
（BIS）

ブラックチタニウム（M’s）
（BTM）

ペカン（M’s）
(PCN)

DAYLITEHIKER FUSION
デイライトハイカーフュージョン

ゼロシューズらしい軽快さと適度なホールド感の
バランスが良いハイキングシューズ。非防水タイ
プなので通気性も抜群、蒸れ感が少なく長時間の
ハイクでも快適です。

DFM

重   量（片足）／350g（27.0㎝）
カラー／ペカン(PCN)
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：9mm(ベース5.5㎜+ラグ3.5㎜）

M's デイライトハイカーフュージョン   ¥13,200（税抜価格：￥12,000）

クレイラスト（M’s）
（CLR）

ダークグレーサファイア（W’s）
（DGS）

フォレスト（M’s）
（FGN）

ブラック（W’s）
（BLK）

ブラック（M’s）
（BLK）

ブライトイエロー（M’s）
（BYL）

モアブレッド（M’s）
（MRD）

マッディローズ（W’s）
（ROS）

ラグーン（W’s）
（LGN）

歩き慣れたはずトレイルも
ゼロシューズで歩くと新たな発見の連続です。
小さなギャップや勾配の変化、
路面の湿り気によるグリップ感の違いなど
新鮮な気持ちで歩くことができます。

トレイルシューズ

NEW NEW

NEW
color

NEW
color

NEW
color

NEW
color

NEW
color

NEW
color

NEW
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MESATRAIL
メサトレイル

より自由に、より開放的にトレイルを走りたい方におすすめのトレイルランニング
シューズ。
37.5®ライナーがシューズ内の温度上昇を抑え、快適に走り続けることが可能です。

MTM

重   量（片足）／215g（27.0㎝）
カラー／クレイラスト（CLR）、フォレスト（FGN）、ブラック（BLK）、ブライトイエロー（BYL）、
　　　  モアブレッド（MRD）
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：8.5mm（ベース5㎜+ラグ3.5mm）

M's メサトレイル  ¥14,300（税抜価格：￥13,000）
MTW

重   量（片足）／181g（24.0㎝）
カラー／ダークグレーサファイア（DGS）、ブラック（BLK）、ラグーン（LGN）、マッディローズ（ROS）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：8.5mm（ベース5㎜+ラグ3.5mm）

W's メサトレイル  ¥14,300（税抜価格：￥13,000）

XCURSION FUSION
エクスカージョンフュージョン

履き心地はしなやかな仕上がりながら新しいソールユニット
で走破性も確保。ミドルカットのホールド性と防水性能が行
動範囲をより拡大してくれるモデル。

XFM

重   量（片足）／374g（27.0㎝）
カラー／ブラックチタニウム（BTM）、バイソン（BIS）
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：9㎜（ベース5.5㎜+ラグ3.5㎜）

M's エクスカージョンフュージョン  ¥17,380（税抜価格：￥15,800） XFW

カラー／ブラックチタニウム（BTM）、スプルース（SPR）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：9㎜（ベース5.5㎜+ラグ3.5㎜）

W's エクスカージョンフュージョン  ¥17,380（税抜価格：￥15,800）

ブラックチタニウム（W’s）
（BTM）

スプルース（W’s）
（SPR）

バイソン（M’s）
（BIS）

ブラックチタニウム（M’s）
（BTM）

ペカン（M’s）
(PCN)

DAYLITEHIKER FUSION
デイライトハイカーフュージョン

ゼロシューズらしい軽快さと適度なホールド感の
バランスが良いハイキングシューズ。非防水タイ
プなので通気性も抜群、蒸れ感が少なく長時間の
ハイクでも快適です。

DFM

重   量（片足）／350g（27.0㎝）
カラー／ペカン(PCN)
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：9mm(ベース5.5㎜+ラグ3.5㎜）

M's デイライトハイカーフュージョン   ¥13,200（税抜価格：￥12,000）

クレイラスト（M’s）
（CLR）

ダークグレーサファイア（W’s）
（DGS）

フォレスト（M’s）
（FGN）

ブラック（W’s）
（BLK）

ブラック（M’s）
（BLK）

ブライトイエロー（M’s）
（BYL）

モアブレッド（M’s）
（MRD）

マッディローズ（W’s）
（ROS）

ラグーン（W’s）
（LGN）

歩き慣れたはずトレイルも
ゼロシューズで歩くと新たな発見の連続です。
小さなギャップや勾配の変化、
路面の湿り気によるグリップ感の違いなど
新鮮な気持ちで歩くことができます。

トレイルシューズ

NEW NEW

NEW
color

NEW
color

NEW
color

NEW
color

NEW
color

NEW
color

NEW
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TERRAFLEX
テラフレックス

ナチュラルムーブメントをトレイルでも体感したい方に最適のシューズ。
自らの足で大地をつかみ、自然と一体となって歩く達成感はテラフレックスならでは。
トレイルラン、ハイキング、タウンと幅広く対応します。

TXM

重   量（片足）／272g（27.0㎝）
カラー／ブラック（BLK）、フォレスト（FGN）
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：9mm（ベース5㎜+4mm）

M's テラフレックス  ¥14,080（税抜価格：￥12,800） TXW

重   量（片足）／232g（24.0㎝）
カラー／フォレスト（FGN）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：9mm（ベース5㎜+4mm）

W's テラフレックス  ¥14,080（税抜価格：￥12,800）

ブラック（M’s）
（BLK）

フォレスト（M’s・W’s）
（FGN）

M’sブラック（M’s）
（BLK）

フォレスト（M’s・W’s）
（FGN）

XCURSION
エクスカージョン

人気のテラフレックスをベースにデザインされた防水ミッドカットモデル。オールシーズン、
より多用途の使用が可能です。UL志向の登山者に是非履いていただきいシューズです。

XCM

重   量（片足）／340g（27.0㎝）
カラー／ブラック（BLK）、フォレスト（FGN）
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：9mm（ベース5㎜+4mm）

M's エクスカージョン  ¥20,680（税抜価格：￥18,800） XCW

重   量（片足）／272g（24.0㎝）
カラー／フォレスト（FGN）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：9mm（ベース5㎜+4mm）

W's エクスカージョン  ¥20,680（税抜価格：￥18,800）

360
スリーシックスティ

クロスフィットトレーニング向けに開発された360は全方向にグリップする新たなソールデザ
インを採用。つま先のラバーはロープクライミングでロープをしっかりグリップするためのデ
ザイン。フラットなソールなのでランニングにも最適、トレッドミルとの相性も抜群です。

TSM

重   量（片足）／252g（27.0㎝）
カラー／アスファルト（ASP）、オリーブグレー（OLG）
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：7mm

M's 360  ¥13,200（税抜価格：￥12,000） TSW

重   量（片足）／215g（24.0㎝）
カラー／アスファルト（ASP）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：7mm

W's 360  ¥13,200（税抜価格：￥12,000）

アスファルト（M’s）
（ASP）

オリーブグレー（M’s）
（OLG）

アスファルト（W’s）
（ASP）

素足感覚を存分に味わえる
ナチュラルランニングシューズ。
フラットなソールでロードランニングはもちろん、
ジムトレーニングやフィットネス、お散歩やウォー
キングなどマルチに対応するシリーズです。

ランニング・
フィットネスシューズ

NEW NEW
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TERRAFLEX
テラフレックス

ナチュラルムーブメントをトレイルでも体感したい方に最適のシューズ。
自らの足で大地をつかみ、自然と一体となって歩く達成感はテラフレックスならでは。
トレイルラン、ハイキング、タウンと幅広く対応します。

TXM

重   量（片足）／272g（27.0㎝）
カラー／ブラック（BLK）、フォレスト（FGN）
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：9mm（ベース5㎜+4mm）

M's テラフレックス  ¥14,080（税抜価格：￥12,800） TXW

重   量（片足）／232g（24.0㎝）
カラー／フォレスト（FGN）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：9mm（ベース5㎜+4mm）

W's テラフレックス  ¥14,080（税抜価格：￥12,800）

ブラック（M’s）
（BLK）

フォレスト（M’s・W’s）
（FGN）

M’sブラック（M’s）
（BLK）

フォレスト（M’s・W’s）
（FGN）

XCURSION
エクスカージョン

人気のテラフレックスをベースにデザインされた防水ミッドカットモデル。オールシーズン、
より多用途の使用が可能です。UL志向の登山者に是非履いていただきいシューズです。

XCM

重   量（片足）／340g（27.0㎝）
カラー／ブラック（BLK）、フォレスト（FGN）
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：9mm（ベース5㎜+4mm）

M's エクスカージョン  ¥20,680（税抜価格：￥18,800） XCW

重   量（片足）／272g（24.0㎝）
カラー／フォレスト（FGN）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：9mm（ベース5㎜+4mm）

W's エクスカージョン  ¥20,680（税抜価格：￥18,800）

360
スリーシックスティ

クロスフィットトレーニング向けに開発された360は全方向にグリップする新たなソールデザ
インを採用。つま先のラバーはロープクライミングでロープをしっかりグリップするためのデ
ザイン。フラットなソールなのでランニングにも最適、トレッドミルとの相性も抜群です。

TSM

重   量（片足）／252g（27.0㎝）
カラー／アスファルト（ASP）、オリーブグレー（OLG）
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：7mm

M's 360  ¥13,200（税抜価格：￥12,000） TSW

重   量（片足）／215g（24.0㎝）
カラー／アスファルト（ASP）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：7mm

W's 360  ¥13,200（税抜価格：￥12,000）

アスファルト（M’s）
（ASP）

オリーブグレー（M’s）
（OLG）

アスファルト（W’s）
（ASP）

素足感覚を存分に味わえる
ナチュラルランニングシューズ。
フラットなソールでロードランニングはもちろん、
ジムトレーニングやフィットネス、お散歩やウォー
キングなどマルチに対応するシリーズです。

ランニング・
フィットネスシューズ

NEW NEW
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PRIO
プリオ

アメリカでのベストセラーモデル。ソフトでクセのない履き心地は足の自然な動きを妨げません。
ランニング、ウォーキング、ハイキング、フィットネスなど様々な用途で活躍します。

PRM

重   量（片足）／215g（27.０㎝）
カラー／ブラック/ホワイト（BLW）、ルナー（LNR）、ブラック（BLK）、ミノコスブルー（MKB）
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：5.5mm

M's プリオ  ¥10,780（税抜価格：￥9,800）

PRW

重   量（片足）／181g（24.０㎝）
カラー／ブラック/ホワイト（BLW）、ブラック（BLK）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：5.5mm

W's プリオ  ¥10,780（税抜価格：￥9,800）

ブラック（M’s）
（BLK）

ブラック／ホワイト（M’s）
（BLW）

ブラック（W’s）
（BLK）

ブラック／ホワイト（W’s）
（BLW）

ルナー（M’s）
（LNR）

ミノコスブルー（M’s）
（MKB）

HFS
エイチエフエス

アメリカでベストセラーのPRIOをよりランニング向けに改良した渾身の1足。
新開発のソールパターンやシューズ内温度を一定に保つ新素材37.5®採用など明確な進化がラ
ンニングライフをより充実させてくれます。

HFM

重   量（片足）／192g（27.0㎝）
カラー／クリムゾンネイビー（CRN）、ピューター（PWT）、ブラック（BLK）、ドーングレー（DGY）　
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：5.5mm

M's エイチエフエス  ¥13,200（税抜価格：￥12,000） HFW

重   量（片足）／165g（24.0㎝）
カラー／スチールグレー（STG）、ブラック（BLK）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：5.5mm

W's エイチエフエス  ¥13,200（税抜価格：￥12,000）

ブラック（M’s）
（BLK）

クリムゾンネイビー（M’s）
（CRN）

ピューター（M’s）
（PWT）

ドーングレー（M’s）
（DGY）

ブラック（W’s）
（BLK）

スチールグレー（W’s）
（STG）

NEW
color

NEW
color

SPEED FORCE
スピードフォース

履いていることを忘れてしまうくらい軽量でしなやかなスピードレーシングモデ
ル。4.5mmという圧倒的な薄さのソールで抜群の素足感を得ることが可能です。

SFM

重   量（片足）／164g（27.0㎝）
カラー／ブラック（BLK）
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：4.5mm

M's スピードフォース  ¥12,100（税抜価格：￥11,000） SFW

重   量（片足）／147g（24.0㎝）
カラー／ブラック（BLK）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：4.5mm

W's スピードフォース  ¥12,100（税抜価格：￥11,000）

ブラック（M’s）
（BLK）

ブラック（W’s）
（BLK）

ナチュラルランニングを始めよう

ナチュラルランニングのポイント

硬く整備された路面のほうが一定のリズムで走りやすくフォームを意識しやすくなります。
正しくないフォームで着地した場合、身体は違和感を感じます。その際に柔らかい路面だとその違和感が薄れ正しくないフォー
ムで走り続けてしまうかも知れません.

まずは短い時間からでＯＫ。たった20秒でも十分です。
ゼロシューズの素足感覚、開放感を感じながら走れたらそれはすでにナチュラルランニング！

走ってみた翌日の身体はどうでしょうか？どこかに痛みはありませんか？
痛みを感じでいる箇所には何か負担がかかっているのかも。痛みの場所、左右差など体が教えてくれる正しくないフォームの要
因を意識しながらまた走ってみましょう。

※「痛み」に関して
着地の衝撃が痛いと感じる場合は歩幅を狭くするなど調整してみましょう。
痛みが筋肉痛や張りなど筋肉なのであれば適切なケアで回復させることが可能です。運動後のケアも大切です。
また筋肉はトレーニングを継続することで強くすることも可能です。
膝や腰などの関節に痛みがある場合は姿勢の崩れやオーバーワークの可能性も。関節周りの筋肉をしっかりケアし無理のないペ
ースで進めてみましょう。
休息も必要です。
その違和感に早く気付けるのもナチュラルランニングの強みです！

シンプルですが一番大切なポイントです。
「痛い」「つらい」まま走っても楽しくありません。自分の身体を無理なく自然に動かして楽しく　
走ることが一番。③で感じた違和感や痛みを感じず「気持ちよく」「楽しく」走れるフォームを探しながら走ってみましょう！

①フラットでしっかりとした路面で始めましょう

着地は足の中足部付近で行うようにしてみましょう。かかとで着地をすると衝撃が大きくなりバランスも崩しやすくなってしま
します。
踏み出す足の足首が自分の膝よりも前に出ていかないように意識してみましょう。

着地する際は強く踏み込むのではなくやさしく「置く」ような意識で行ってみましょう。
強く踏み込んだほうがバネが生かされると思われがちですが、踏み込むことで足は伸び切った状態になりバネを生かしきれない
姿勢となり、
次の動作にも移りにくくなってしまします。

前に進む際に地面を強く蹴りだすのではなく、足を前に持ち上げるように意識してみましょう。
「蹴って、上げて、踏む」よりも「持ち上げて置く」のほうが動作的にもシンプルで無駄な筋力も必要とせずロスの少ないナチ
ュラルな走りに近づきます。

「持ち上げて置く」というシンプルな動作にすることで自然と足の回転数は上がってくるはず。
大股よりも小股で走ったほうが大きな体重移動や上下動を少なくすることができ、バランスを崩すリスクも軽減。カラダの負担
を抑えることができます。
回転数を上げリズミカルに走ってみましょう。素足感覚のゼロシューズなら自分の足音も自分の身体を通して聞こえてきます。

色々ポイントはありますが、考えすぎても楽しくありません。
自分の足を信じて、足からの声が聞こえるようにリラックスして楽しく走りましょう！

①フォアフットもしくはミッドフットでの着地を心がけよう

②短い時間から始めましょう

②足は踏むのではなく「置く」

③脚を持ち上げよう

④回転数を上げていこう

⑤リラックスして楽しむことを忘れずに！

④気持ちよく楽しく走ろう！

③翌日の身体の調子を意識してみよう
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PRIO
プリオ

アメリカでのベストセラーモデル。ソフトでクセのない履き心地は足の自然な動きを妨げません。
ランニング、ウォーキング、ハイキング、フィットネスなど様々な用途で活躍します。

PRM

重   量（片足）／215g（27.０㎝）
カラー／ブラック/ホワイト（BLW）、ルナー（LNR）、ブラック（BLK）、ミノコスブルー（MKB）
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：5.5mm

M's プリオ  ¥10,780（税抜価格：￥9,800）

PRW

重   量（片足）／181g（24.０㎝）
カラー／ブラック/ホワイト（BLW）、ブラック（BLK）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：5.5mm

W's プリオ  ¥10,780（税抜価格：￥9,800）

ブラック（M’s）
（BLK）

ブラック／ホワイト（M’s）
（BLW）

ブラック（W’s）
（BLK）

ブラック／ホワイト（W’s）
（BLW）

ルナー（M’s）
（LNR）

ミノコスブルー（M’s）
（MKB）

HFS
エイチエフエス

アメリカでベストセラーのPRIOをよりランニング向けに改良した渾身の1足。
新開発のソールパターンやシューズ内温度を一定に保つ新素材37.5®採用など明確な進化がラ
ンニングライフをより充実させてくれます。

HFM

重   量（片足）／192g（27.0㎝）
カラー／クリムゾンネイビー（CRN）、ピューター（PWT）、ブラック（BLK）、ドーングレー（DGY）　
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：5.5mm

M's エイチエフエス  ¥13,200（税抜価格：￥12,000） HFW

重   量（片足）／165g（24.0㎝）
カラー／スチールグレー（STG）、ブラック（BLK）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：5.5mm

W's エイチエフエス  ¥13,200（税抜価格：￥12,000）

ブラック（M’s）
（BLK）

クリムゾンネイビー（M’s）
（CRN）

ピューター（M’s）
（PWT）

ドーングレー（M’s）
（DGY）

ブラック（W’s）
（BLK）

スチールグレー（W’s）
（STG）

NEW
color

NEW
color

SPEED FORCE
スピードフォース

履いていることを忘れてしまうくらい軽量でしなやかなスピードレーシングモデ
ル。4.5mmという圧倒的な薄さのソールで抜群の素足感を得ることが可能です。

SFM

重   量（片足）／164g（27.0㎝）
カラー／ブラック（BLK）
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：4.5mm

M's スピードフォース  ¥12,100（税抜価格：￥11,000） SFW

重   量（片足）／147g（24.0㎝）
カラー／ブラック（BLK）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：4.5mm

W's スピードフォース  ¥12,100（税抜価格：￥11,000）

ブラック（M’s）
（BLK）

ブラック（W’s）
（BLK）

ナチュラルランニングを始めよう

ナチュラルランニングのポイント

硬く整備された路面のほうが一定のリズムで走りやすくフォームを意識しやすくなります。
正しくないフォームで着地した場合、身体は違和感を感じます。その際に柔らかい路面だとその違和感が薄れ正しくないフォー
ムで走り続けてしまうかも知れません.

まずは短い時間からでＯＫ。たった20秒でも十分です。
ゼロシューズの素足感覚、開放感を感じながら走れたらそれはすでにナチュラルランニング！

走ってみた翌日の身体はどうでしょうか？どこかに痛みはありませんか？
痛みを感じでいる箇所には何か負担がかかっているのかも。痛みの場所、左右差など体が教えてくれる正しくないフォームの要
因を意識しながらまた走ってみましょう。

※「痛み」に関して
着地の衝撃が痛いと感じる場合は歩幅を狭くするなど調整してみましょう。
痛みが筋肉痛や張りなど筋肉なのであれば適切なケアで回復させることが可能です。運動後のケアも大切です。
また筋肉はトレーニングを継続することで強くすることも可能です。
膝や腰などの関節に痛みがある場合は姿勢の崩れやオーバーワークの可能性も。関節周りの筋肉をしっかりケアし無理のないペ
ースで進めてみましょう。
休息も必要です。
その違和感に早く気付けるのもナチュラルランニングの強みです！

シンプルですが一番大切なポイントです。
「痛い」「つらい」まま走っても楽しくありません。自分の身体を無理なく自然に動かして楽しく　
走ることが一番。③で感じた違和感や痛みを感じず「気持ちよく」「楽しく」走れるフォームを探しながら走ってみましょう！

①フラットでしっかりとした路面で始めましょう

着地は足の中足部付近で行うようにしてみましょう。かかとで着地をすると衝撃が大きくなりバランスも崩しやすくなってしま
します。
踏み出す足の足首が自分の膝よりも前に出ていかないように意識してみましょう。

着地する際は強く踏み込むのではなくやさしく「置く」ような意識で行ってみましょう。
強く踏み込んだほうがバネが生かされると思われがちですが、踏み込むことで足は伸び切った状態になりバネを生かしきれない
姿勢となり、
次の動作にも移りにくくなってしまします。

前に進む際に地面を強く蹴りだすのではなく、足を前に持ち上げるように意識してみましょう。
「蹴って、上げて、踏む」よりも「持ち上げて置く」のほうが動作的にもシンプルで無駄な筋力も必要とせずロスの少ないナチ
ュラルな走りに近づきます。

「持ち上げて置く」というシンプルな動作にすることで自然と足の回転数は上がってくるはず。
大股よりも小股で走ったほうが大きな体重移動や上下動を少なくすることができ、バランスを崩すリスクも軽減。カラダの負担
を抑えることができます。
回転数を上げリズミカルに走ってみましょう。素足感覚のゼロシューズなら自分の足音も自分の身体を通して聞こえてきます。

色々ポイントはありますが、考えすぎても楽しくありません。
自分の足を信じて、足からの声が聞こえるようにリラックスして楽しく走りましょう！

①フォアフットもしくはミッドフットでの着地を心がけよう

②短い時間から始めましょう

②足は踏むのではなく「置く」

③脚を持ち上げよう

④回転数を上げていこう

⑤リラックスして楽しむことを忘れずに！

④気持ちよく楽しく走ろう！

③翌日の身体の調子を意識してみよう
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チャコール（M’s・W’s）
（CHR）

OSWEGO
オズウィーゴ

足あたりの優しいニットアッパーと4.5mmの極薄ソールでこれまでにない軽快さを実現した
マルチユースシューズ。
履いているのに履いていない、そんな感覚すら覚える１足。

OSM

重   量（片足）／190ｇ(27.0cm)
カラー／チャコール（CHR）
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：4.5mm

M's オズウィーゴ  ¥9,680（税抜価格：￥8,800） OSW

重   量（片足）／170ｇ(24.0cm)
カラー／チャコール（CHR）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：4.5mm

W's オズウィーゴ  ¥9,680（税抜価格：￥8,800）

ライフスタイルにゼロシューズを取り入れることがナチュラルムーブメントを身につける近道。
シンプルでナチュラルなデザインが休日のラフなスタイルにマッチします。

ライフスタイルシューズ

HANA HEMP ハナヘンプ
普段履きとして人気のHANAがヘンプ素材で登場。 
生育が早く水や肥料も少なくて済み、虫に強いため
農薬も減らすことができるので環境にやさしくサス
ティナブルな素材です。 
履き心地も素材もナチュラルにいきましょう。

HHM

重   量（片足）／227g（27.0㎝）
カラー／ブラック（BLK）、チャコール（CHR）
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、5.5mm

M's ハナヘンプ  ¥9,680（税抜価格：￥8,800）

APTOS
アプトス

シンプルなゼロシューズのコンセプトにピッタリのスリップオンスタイルスニーカー。
サスティナビリティに配慮しヘンプをアッパー素材に採用。  素材も履き心地もナチュラルに。

APM

重   量（片足）／220g(27.0cm)
カラー／ブラック（BLK）、ジンク（ZNC）
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚／5.5mm

M's アプトス  ¥7,480（税抜価格：￥6,800） APW

重   量（片足）／175ｇ(24.0cm)
カラー／ブラック（BLK）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚／5.5mm

W's アプトス  ¥7,480（税抜価格：￥6,800）

ブラック（M’s）
（BLK）

ブラック（W’s）
（BLK）

ジンク（M’s）
（ZNC）

HANA ハナ
飾り気のないシンプルなデザインが履くシーンを選ばないカジュアルシューズ。じわじわと愛用者が増えており「気
が付いたらいつも履いている」という方も。履きつぶしても2足目、3足目とリピートしたくなる中毒性があります。
両足重ねてもかさばらないのでトラベル用にもおすすめ。

HAM

重量（片足）／227g （27.0cm）
カラー／ブラック（BKBK）、ブラウン（BRBK）、キャロブ（HCRB）、
サイズ（メンズ）／ M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚／5.5mm 

M's ハナ  ¥9,680（税抜価格：￥8,800）

HAW

重   量（片足）／184g（24.0㎝）
カラー／ブラック（HBLK）、キャロブ（HCRB）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：5.5mm

W's ハナ  ¥9,680（税抜価格：￥8,800）

ブラック（M’s）
（BKBK）

ブラウン（M’s）
（BRBK）

ブラック（M’s）
（BLK）

チャコール（M’s）
（CHR）

キャロブ（M’s）
（HCRB）

ブラック（W’s）
（BKBK）

キャロブ（W’s）
（HCRB）

NEW

NEW
color
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チャコール（M’s・W’s）
（CHR）

OSWEGO
オズウィーゴ

足あたりの優しいニットアッパーと4.5mmの極薄ソールでこれまでにない軽快さを実現した
マルチユースシューズ。
履いているのに履いていない、そんな感覚すら覚える１足。

OSM

重   量（片足）／190ｇ(27.0cm)
カラー／チャコール（CHR）
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：4.5mm

M's オズウィーゴ  ¥9,680（税抜価格：￥8,800） OSW

重   量（片足）／170ｇ(24.0cm)
カラー／チャコール（CHR）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：4.5mm

W's オズウィーゴ  ¥9,680（税抜価格：￥8,800）

ライフスタイルにゼロシューズを取り入れることがナチュラルムーブメントを身につける近道。
シンプルでナチュラルなデザインが休日のラフなスタイルにマッチします。

ライフスタイルシューズ

HANA HEMP ハナヘンプ
普段履きとして人気のHANAがヘンプ素材で登場。 
生育が早く水や肥料も少なくて済み、虫に強いため
農薬も減らすことができるので環境にやさしくサス
ティナブルな素材です。 
履き心地も素材もナチュラルにいきましょう。

HHM

重   量（片足）／227g（27.0㎝）
カラー／ブラック（BLK）、チャコール（CHR）
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、5.5mm

M's ハナヘンプ  ¥9,680（税抜価格：￥8,800）

APTOS
アプトス

シンプルなゼロシューズのコンセプトにピッタリのスリップオンスタイルスニーカー。
サスティナビリティに配慮しヘンプをアッパー素材に採用。  素材も履き心地もナチュラルに。

APM

重   量（片足）／220g(27.0cm)
カラー／ブラック（BLK）、ジンク（ZNC）
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚／5.5mm

M's アプトス  ¥7,480（税抜価格：￥6,800） APW

重   量（片足）／175ｇ(24.0cm)
カラー／ブラック（BLK）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚／5.5mm

W's アプトス  ¥7,480（税抜価格：￥6,800）

ブラック（M’s）
（BLK）

ブラック（W’s）
（BLK）

ジンク（M’s）
（ZNC）

HANA ハナ
飾り気のないシンプルなデザインが履くシーンを選ばないカジュアルシューズ。じわじわと愛用者が増えており「気
が付いたらいつも履いている」という方も。履きつぶしても2足目、3足目とリピートしたくなる中毒性があります。
両足重ねてもかさばらないのでトラベル用にもおすすめ。

HAM

重量（片足）／227g （27.0cm）
カラー／ブラック（BKBK）、ブラウン（BRBK）、キャロブ（HCRB）、
サイズ（メンズ）／ M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚／5.5mm 

M's ハナ  ¥9,680（税抜価格：￥8,800）

HAW

重   量（片足）／184g（24.0㎝）
カラー／ブラック（HBLK）、キャロブ（HCRB）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：5.5mm

W's ハナ  ¥9,680（税抜価格：￥8,800）

ブラック（M’s）
（BKBK）

ブラウン（M’s）
（BRBK）

ブラック（M’s）
（BLK）

チャコール（M’s）
（CHR）

キャロブ（M’s）
（HCRB）

ブラック（W’s）
（BKBK）

キャロブ（W’s）
（HCRB）

NEW

NEW
color
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ゼロシューズはFeelTrue®ソールに対して5,000マイル（8,000㎞）の使用まで
保証をさせて頂きます。

FeelTrue®ソールが5,000マイル使用前に残り1㎜となった場合
（かかとやつま先のエッジ部分ではなく、あくまでもソール。Zトレイルはラバー部分のみ）、保証の対象となります。

詳しくはケンコー社までお問い合わせください。
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レディース

基本的に購入されたお客様とケンコー社で
直接やり取りさせていただきます

　　 ・ 購入店、購入時期、使用用途、使用距離など確認
　　 ・ 商品をケンコー社に送付いただき状態確認
　　 ・ 対応方法をケンコー社よりご連絡

流れ
・ この保証は「アウトソール」のみに適用されます。ヒモまたはアクセサリ
には無効です。

・ 温度変化による損傷は対象外です。（暑い車の中や日光にさらすなど）
・ 保証は最初の購入者にのみ有効、譲渡されたものには無効となります。
・ 弊社は予告なしにいつでもこの保証条件を更新または変更する権利を
保有します。

注意
ゼロシューズ史上最もミニマルサンダル。
足とソールをつなぐのは親指ループと足首のみ。なのにウソみたいなフィット感。
見た目も履き心地も「ほぼ裸足」、ジェシーでしか体感できない解放感、是非体感してください。 

GENESIS(創世・起源）という名の通り、ゼロシューズの原点ともいえるサンダル。
余分なものをそぎ落としたシンプルさでベアフット系シューズ愛好者やランナーに人気のモデルと
なっています。

TTW

重   量（片足）／122g（24.0㎝）
カラー／マルチブラック（MBLK）、ダスティローズ（DSR）、マゼンタ（MAG）
サイズ（レディース）／W5（22㎝）～W８（25㎝）1㎝刻み、ソール厚：10.0mm 

W's ＺトレイルEV  ¥11,880（税抜価格：￥10,800）

TTM

重   量（片足）／153g（27.0㎝）　
カラー／マルチブラック（MBLK）、マルチブラウン（MBRN）、アース（EAR）
サイズ（メンズ） ／M6（24㎝）～M11（29㎝）1㎝刻み、ソール厚：10.0mm 

M's ＺトレイルEV  ¥11,880（税抜価格：￥10,800）

マルチブラック（M’s）
（MBLK）

マルチブラウン（M’s）
（MBRN）

アース（M’s）
（EAR）

マルチブラック（W’s）
（MBLK）

ダスティローズ（W’s）
（DSR）

マゼンタ（W’s）
（MAG）

JESSIE
ジェシー

GENESIS
ジェネシス

軽量ボディに機能を盛り込んだゼロシューズらしい1足。
熱溶着EVAフォームやヒールカップなどシューズのような製造工程を経て届られるクラウドならではの履き
心地を体感してください。CLOUD

クラウド

ゼロシューズのサンダルラインナップ中、最も多用途に使用できるモデル。 
ソフトでしなやかなチューブラーテープを使用し、長時間履いてもストレスを感じません。 
オリジナルのラバーソールはグリップ力も抜群です。Z-TREK

Zトレック

定番だったZトレイルが進化しました。
アウトソール、ミッドソール、トップレイヤーとシューズのような3層構造はそのままに、
ソールパターンをより悪路でもグリップする広めのラグパターンに変更。
また、テープをリサイクル素材に変更、環境にも配慮されたモデルです。

Z-TRAIL EV
ZトレイルEV

JSW

重   量（片足）／136g（24.0㎝）
カラー／ブラック（BLK）、コーラル（COR）、カシミア（CSH）
サイズ（レディース） ／
W5（22㎝）～W11（28㎝）1㎝刻み、ソール厚：5.5mm
男性対応のサイズまでございます。　
※親指のループは調整できません。

ジェシー  ¥7,150（税抜価格：￥6,500）

ブラック
（BLK）

コーラル
（COR）

カシミア
（CSH）

GEN

重   量（片足）／130g（27.0㎝）
カラー／ブラック（BLK）、カラント（CUR）、モス（MOS）
サイズ（メンズ） ／M5（23㎝）～M11（29㎝）1㎝刻み、
ソール厚：5.5mm

ジェネシス  ¥6,380（税抜価格：￥5,800）

ブラック
（BLK）

カラント
（CUR）

モス
（MOS）

CLD

重   量（片足）／130g（27.0㎝）
カラー／コールブラック（CHBK）、ハワイアンサーフ（HASU）
サイズ（レディース） ／M5（23㎝）～M11（29㎝）1㎝刻み、ソール厚：6.0mm

クラウド  ¥7,480（税抜価格：￥6,800）

コールブラック
（CHBK）

ハワイアンサーフ
（HASU）

ZTM

重   量（片足）／187g（27.0㎝）
カラー／コールブラック（CBBK）、マルチブルー（MBLU）、モカアース（MOCB）
サイズ（メンズ） ／M6（24㎝）～M11（29㎝）1㎝刻み、ソール厚：5.5mm

M's Ｚトレック  ¥9,680（税抜価格：￥8,800）

ZTW

重   量（片足）／142g（24.0㎝）
カラー／コールブラック（CBBK）
サイズ（レディース） ／W5（22㎝）～W８（25㎝）1㎝刻み、ソール厚：5.5mm

W's Ｚトレック  ¥9,680（税抜価格：￥8,800）

コールブラック（M’s・W’s）
（CBBK）

マルチブルー（M’s）
（MBLU）

M’sモカアース（M’s）
（MOCB）

AQUA X SPORTS
アクアＸスポーツ

ウォーターシューズとトレイルシューズを融合したハイブリッドシュー
ズ。水を含まないアッパー素材を採用し、水から上がっても重くなりに
くくまた乾きも早いのが特徴。
パックラフトでの旅の相棒にもおすすめです。

ARM

重   量（片足）／204ｇ(27.0cm)　カラー／ブラック（BLK）、サーフ（SRF）
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：8.5mm（ベース5㎜+ラグ3.5mm）

M's アクアXスポーツ  ¥12,980（税抜価格：￥11,800） ARW

重   量（片足）／204ｇ(27.0cm)　カラー／ブラック（BLK）、サーフ（SRF）、スパロー（SRF）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：8.5mm（ベース5㎜+ラグ3.5mm）

W's アクアXスポーツ  ¥12,980（税抜価格：￥11,800）

ブラック（M’s）
（BLK）

サーフ（M’s）
（SRF）

ブラック（W’s）
（BLK）

サーフ（W’s）
（SRF）

スパロー（W’s）
（SRF）

2021年、新たなカテゴリーが登場。
海、川、湖・・・ アウトドアレジャーから切っても切り離せない水の
フィールドにゼロシューズの開放感で飛び出せるようになりまし
た。これまで以上に水のフィールドを近く感じられるはずです。

ウォーターシューズ

27　ゼロシューズ/ナチュラルフットウェア ゼロシューズ/ナチュラルフットウェア　28

sh
oe
s



ゼロシューズはFeelTrue®ソールに対して5,000マイル（8,000㎞）の使用まで
保証をさせて頂きます。

FeelTrue®ソールが5,000マイル使用前に残り1㎜となった場合
（かかとやつま先のエッジ部分ではなく、あくまでもソール。Zトレイルはラバー部分のみ）、保証の対象となります。

詳しくはケンコー社までお問い合わせください。
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レディース

基本的に購入されたお客様とケンコー社で
直接やり取りさせていただきます

　　 ・ 購入店、購入時期、使用用途、使用距離など確認
　　 ・ 商品をケンコー社に送付いただき状態確認
　　 ・ 対応方法をケンコー社よりご連絡

流れ
・ この保証は「アウトソール」のみに適用されます。ヒモまたはアクセサリ
には無効です。

・ 温度変化による損傷は対象外です。（暑い車の中や日光にさらすなど）
・ 保証は最初の購入者にのみ有効、譲渡されたものには無効となります。
・ 弊社は予告なしにいつでもこの保証条件を更新または変更する権利を
保有します。

注意
ゼロシューズ史上最もミニマルサンダル。
足とソールをつなぐのは親指ループと足首のみ。なのにウソみたいなフィット感。
見た目も履き心地も「ほぼ裸足」、ジェシーでしか体感できない解放感、是非体感してください。 

GENESIS(創世・起源）という名の通り、ゼロシューズの原点ともいえるサンダル。
余分なものをそぎ落としたシンプルさでベアフット系シューズ愛好者やランナーに人気のモデルと
なっています。

TTW

重   量（片足）／122g（24.0㎝）
カラー／マルチブラック（MBLK）、ダスティローズ（DSR）、マゼンタ（MAG）
サイズ（レディース）／W5（22㎝）～W８（25㎝）1㎝刻み、ソール厚：10.0mm 

W's ＺトレイルEV  ¥11,880（税抜価格：￥10,800）

TTM

重   量（片足）／153g（27.0㎝）　
カラー／マルチブラック（MBLK）、マルチブラウン（MBRN）、アース（EAR）
サイズ（メンズ） ／M6（24㎝）～M11（29㎝）1㎝刻み、ソール厚：10.0mm 

M's ＺトレイルEV  ¥11,880（税抜価格：￥10,800）

マルチブラック（M’s）
（MBLK）

マルチブラウン（M’s）
（MBRN）

アース（M’s）
（EAR）

マルチブラック（W’s）
（MBLK）

ダスティローズ（W’s）
（DSR）

マゼンタ（W’s）
（MAG）

JESSIE
ジェシー

GENESIS
ジェネシス

軽量ボディに機能を盛り込んだゼロシューズらしい1足。
熱溶着EVAフォームやヒールカップなどシューズのような製造工程を経て届られるクラウドならではの履き
心地を体感してください。CLOUD

クラウド

ゼロシューズのサンダルラインナップ中、最も多用途に使用できるモデル。 
ソフトでしなやかなチューブラーテープを使用し、長時間履いてもストレスを感じません。 
オリジナルのラバーソールはグリップ力も抜群です。Z-TREK

Zトレック

定番だったZトレイルが進化しました。
アウトソール、ミッドソール、トップレイヤーとシューズのような3層構造はそのままに、
ソールパターンをより悪路でもグリップする広めのラグパターンに変更。
また、テープをリサイクル素材に変更、環境にも配慮されたモデルです。

Z-TRAIL EV
ZトレイルEV

JSW

重   量（片足）／136g（24.0㎝）
カラー／ブラック（BLK）、コーラル（COR）、カシミア（CSH）
サイズ（レディース） ／
W5（22㎝）～W11（28㎝）1㎝刻み、ソール厚：5.5mm
男性対応のサイズまでございます。　
※親指のループは調整できません。

ジェシー  ¥7,150（税抜価格：￥6,500）

ブラック
（BLK）

コーラル
（COR）

カシミア
（CSH）

GEN

重   量（片足）／130g（27.0㎝）
カラー／ブラック（BLK）、カラント（CUR）、モス（MOS）
サイズ（メンズ） ／M5（23㎝）～M11（29㎝）1㎝刻み、
ソール厚：5.5mm

ジェネシス  ¥6,380（税抜価格：￥5,800）

ブラック
（BLK）

カラント
（CUR）

モス
（MOS）

CLD

重   量（片足）／130g（27.0㎝）
カラー／コールブラック（CHBK）、ハワイアンサーフ（HASU）
サイズ（レディース） ／M5（23㎝）～M11（29㎝）1㎝刻み、ソール厚：6.0mm

クラウド  ¥7,480（税抜価格：￥6,800）

コールブラック
（CHBK）

ハワイアンサーフ
（HASU）

ZTM

重   量（片足）／187g（27.0㎝）
カラー／コールブラック（CBBK）、マルチブルー（MBLU）、モカアース（MOCB）
サイズ（メンズ） ／M6（24㎝）～M11（29㎝）1㎝刻み、ソール厚：5.5mm

M's Ｚトレック  ¥9,680（税抜価格：￥8,800）

ZTW

重   量（片足）／142g（24.0㎝）
カラー／コールブラック（CBBK）
サイズ（レディース） ／W5（22㎝）～W８（25㎝）1㎝刻み、ソール厚：5.5mm

W's Ｚトレック  ¥9,680（税抜価格：￥8,800）

コールブラック（M’s・W’s）
（CBBK）

マルチブルー（M’s）
（MBLU）

M’sモカアース（M’s）
（MOCB）

AQUA X SPORTS
アクアＸスポーツ

ウォーターシューズとトレイルシューズを融合したハイブリッドシュー
ズ。水を含まないアッパー素材を採用し、水から上がっても重くなりに
くくまた乾きも早いのが特徴。
パックラフトでの旅の相棒にもおすすめです。

ARM

重   量（片足）／204ｇ(27.0cm)　カラー／ブラック（BLK）、サーフ（SRF）
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：8.5mm（ベース5㎜+ラグ3.5mm）

M's アクアXスポーツ  ¥12,980（税抜価格：￥11,800） ARW

重   量（片足）／204ｇ(27.0cm)　カラー／ブラック（BLK）、サーフ（SRF）、スパロー（SRF）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：8.5mm（ベース5㎜+ラグ3.5mm）

W's アクアXスポーツ  ¥12,980（税抜価格：￥11,800）

ブラック（M’s）
（BLK）

サーフ（M’s）
（SRF）

ブラック（W’s）
（BLK）

サーフ（W’s）
（SRF）

スパロー（W’s）
（SRF）

2021年、新たなカテゴリーが登場。
海、川、湖・・・ アウトドアレジャーから切っても切り離せない水の
フィールドにゼロシューズの開放感で飛び出せるようになりまし
た。これまで以上に水のフィールドを近く感じられるはずです。

ウォーターシューズ
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