
ソックスの内側に
「ペップトーク*」刺繍入り

（*頑張れて元気になれるメッセージ）

シームレス構造
縫い目がなく快適な
指先フィット

新機能：３D構造
解剖学的な観点から
足の形に合わせ
織り方を実現

メッシュトップ
通気性抜群な
メッシュ構造

高耐久構造
靴との擦れでの
傷みを軽減

アーチサポート
快適なフィットを
実現

ヒールカップ
耐久性向上

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。
2023はさらにリニューアル！解剖学的なデザインで立体的な足に対してより自然にフィットする製法で快適性が大幅に向上しました！

ランライトウェイトノーショウ  
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

281110

カラー／ブラック(BLA)、グレー（GRR）、ネイビー（NVY）、ク
ローバー（CLO）、スパイス（SIE）、タンジェロ（TGO）、ルーパイ
ン（LUP）
サイズ／S,M,L　素材／クールマックス35％、 ナイロン63％、
ライクラ2％
生産国／中国製

グレー
GRR

クローバー
CLO

ネイビー
NVY

タンジェロ
TGO

ルーパイン
LUP

スパイス
SIE

ブラック
BLA

ヒールタブ
皮膚の擦れを軽減

ブラック　BLA グレー　GRR ネイビー　NVY

RUN Original Weight

ブラック　BLA ネイビー　NVY

カラー／ブラック（BLA）、グレー（GRR）、
ネイビー（NVY）　

サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス36％、 
　　　　ナイロン62％、ライクラ2％
生産国／中国製

・メッシュトップ・立体デザイン
・アーチサポート

ランオリジナルウェイトノーショウ  
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

282110

カラー／ブラック（BLA）、ネイビー（NVY）　
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス36％、
　　　   ナイロン62％、
　　　   ライクラ2％
生産国／中国製

・メッシュトップ・立体デザイン
・アーチサポート

ランオリジナルウェイトミニクルー
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

282130

チリ
CII

W’s RUN Lightweight

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）

281111

カラー／ブラック（BLA）、グレー（GRR）、ネイビー（NVY）、チリ（Cll）、
スプリンクル（SRI）、ナイトスケープ（NIT）、シトラス（CIT）
サイズ／XS/S　素材／クールマックス39％、 ナイロン59％、ライクラ2％
生産国／中国製

グレー
GRR

ブラック
BLA

スプリンクル
SRI

ナイトスケープ
NIT

シトラス
CIT

ネイビー
NVY

・メッシュトップ・立体デザイン
・アーチサポート

RUN Lightweight

ネイビー　NVY

ランライトウェイトミニクルー
 ¥1,760（税抜価格：￥1,600）

281130

カラー／ブラック（BLA）、グレー（GRR）、ネイビー（NVY）　
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3％
生産国／中国製

グレー　GRRブラック　BLA

LW

LW

OW

RUN Lightweight LW

・メッシュトップ・立体デザイン
・アーチサポート

NEW

NEW

NEW

NEW

・メッシュトップ・立体デザイン
・アーチサポート

ランシリーズが
新しくなりました！
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ソックスの内側に
「ペップトーク*」刺繍入り

（*頑張れて元気になれるメッセージ）

シームレス構造
縫い目がなく快適な
指先フィット

新機能：３D構造
解剖学的な観点から
足の形に合わせ
織り方を実現

メッシュトップ
通気性抜群な
メッシュ構造

高耐久構造
靴との擦れでの
傷みを軽減

アーチサポート
快適なフィットを
実現

ヒールカップ
耐久性向上

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。
2023はさらにリニューアル！解剖学的なデザインで立体的な足に対してより自然にフィットする製法で快適性が大幅に向上しました！

ランライトウェイトノーショウ  
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

281110

カラー／ブラック(BLA)、グレー（GRR）、ネイビー（NVY）、ク
ローバー（CLO）、スパイス（SIE）、タンジェロ（TGO）、ルーパイ
ン（LUP）
サイズ／S,M,L　素材／クールマックス35％、 ナイロン63％、
ライクラ2％
生産国／中国製

グレー
GRR

クローバー
CLO

ネイビー
NVY

タンジェロ
TGO

ルーパイン
LUP

スパイス
SIE

ブラック
BLA

ヒールタブ
皮膚の擦れを軽減

ブラック　BLA グレー　GRR ネイビー　NVY

RUN Original Weight

ブラック　BLA ネイビー　NVY

カラー／ブラック（BLA）、グレー（GRR）、
ネイビー（NVY）　

サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス36％、 
　　　　ナイロン62％、ライクラ2％
生産国／中国製

・メッシュトップ・立体デザイン
・アーチサポート

ランオリジナルウェイトノーショウ  
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

282110

カラー／ブラック（BLA）、ネイビー（NVY）　
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス36％、
　　　   ナイロン62％、
　　　   ライクラ2％
生産国／中国製

・メッシュトップ・立体デザイン
・アーチサポート

ランオリジナルウェイトミニクルー
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

282130

チリ
CII

W’s RUN Lightweight

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）

281111

カラー／ブラック（BLA）、グレー（GRR）、ネイビー（NVY）、チリ（Cll）、
スプリンクル（SRI）、ナイトスケープ（NIT）、シトラス（CIT）
サイズ／XS/S　素材／クールマックス39％、 ナイロン59％、ライクラ2％
生産国／中国製

グレー
GRR

ブラック
BLA

スプリンクル
SRI

ナイトスケープ
NIT

シトラス
CIT

ネイビー
NVY

・メッシュトップ・立体デザイン
・アーチサポート

RUN Lightweight

ネイビー　NVY

ランライトウェイトミニクルー
 ¥1,760（税抜価格：￥1,600）

281130

カラー／ブラック（BLA）、グレー（GRR）、ネイビー（NVY）　
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3％
生産国／中国製

グレー　GRRブラック　BLA

LW

LW

OW

RUN Lightweight LW

・メッシュトップ・立体デザイン
・アーチサポート

NEW

NEW

NEW

NEW

・メッシュトップ・立体デザイン
・アーチサポート

ランシリーズが
新しくなりました！
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スレート　SLA

RUN Midweight

ブラック／グレー　BKG ブラック／グレー　BKG

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％
生産国／中国製

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％
生産国／中国製

ランミッドウェイトノーショウ 
¥1,870（税抜価格：￥1,700）

203110 ランミッドウェイトミニクルー
¥1,870（税抜価格：￥1,700）

203230
ランライトウェイト
ノーショウウール
 ¥2,420（税抜価格：￥2,200）

261610

カラー／スレート（SLA）
サイズ／S,M,L　
素　材／メリノウール66％、ナイロン30％、
　　　　ライクラ4％
生産国／中国製
・メッシュトップ　
・アーチサポート
・湿度調整機能　
・防臭機能

・メッシュトップ　
・アーチサポート　
・足裏クッション

・メッシュトップ　
・アーチサポート　
・足裏クッション

MW RUN Midweight MW

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

カラー／グラナイト（GR）、ベイ（BAY）、マリーナ（MRN）、
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％
生産国／中国製

・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

トレイルミッドウェイトミニクルー  
¥1,980（税抜価格：￥1,800）

213130

ピーク　PEK

マリーナ　MRNグラナイト　GR ベイ　BAY

TRAIL Midweight

カラー／ピーク（PEK）
　　　　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％
生産国／中国製

トレイルミッドウェイトクルー  
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

213170

・リブニット・メッシュトップロック
v・アーチサポート・足裏クッション

W’s TRAIL Midweight

カラー／トゥインクル（TKE）、タイド
プール（TID）、グラナイト（GNT）、
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％
生産国／中国製

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

213131

トゥインクル
TKE

タイドプール
TID

グラナイト
GNT

・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

カラー／スパー（SPU）、
　　　  グラナイト（GNT）　
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％
生産国／中国製

ウイメンズ トレイル 
ミッドウェイトクルー  
 ¥2,090（税抜価格：￥1,900）

213171

スパー　SPU グラナイト　GNT

グラナイト　GR

MW

MW

スレート　SLA
スレート　SLA スレート　SLA

NEW
color

NEW
color

NEW
color

・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

カラー／ジャム（JAM）、
　　　　エンパイア（EMP）、
　　　　スレート（SLA）
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％
生産国／中国製

ウイメンズウルトラランノーショウ
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

401111

カラー／ジャム（JAM）、
　　　　スレート（SLA）
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％
生産国／中国製

ウイメンズ
ウルトラランミニクルー
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

401131

・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

カラー／スレート（SLA）
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％
生産国／中国製

ウイメンズ
ウルトラランクルー
¥2,310（税抜価格：￥2,100）

401171

ウルトラランノーショウ 
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

ウルトラランミニクルー 
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

ウルトラランクルー 
¥2,310（税抜価格：￥2,100）
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スレート　SLA

RUN Midweight

ブラック／グレー　BKG ブラック／グレー　BKG

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％
生産国／中国製

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％
生産国／中国製

ランミッドウェイトノーショウ 
¥1,870（税抜価格：￥1,700）

203110 ランミッドウェイトミニクルー
¥1,870（税抜価格：￥1,700）

203230
ランライトウェイト
ノーショウウール
 ¥2,420（税抜価格：￥2,200）

261610

カラー／スレート（SLA）
サイズ／S,M,L　
素　材／メリノウール66％、ナイロン30％、
　　　　ライクラ4％
生産国／中国製
・メッシュトップ　
・アーチサポート
・湿度調整機能　
・防臭機能

・メッシュトップ　
・アーチサポート　
・足裏クッション

・メッシュトップ　
・アーチサポート　
・足裏クッション

MW RUN Midweight MW

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

カラー／グラナイト（GR）、ベイ（BAY）、マリーナ（MRN）、
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％
生産国／中国製

・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

トレイルミッドウェイトミニクルー  
¥1,980（税抜価格：￥1,800）

213130

ピーク　PEK

マリーナ　MRNグラナイト　GR ベイ　BAY

TRAIL Midweight

カラー／ピーク（PEK）
　　　　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％
生産国／中国製

トレイルミッドウェイトクルー  
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

213170

・リブニット・メッシュトップロック
v・アーチサポート・足裏クッション

W’s TRAIL Midweight

カラー／トゥインクル（TKE）、タイド
プール（TID）、グラナイト（GNT）、
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％
生産国／中国製

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

213131

トゥインクル
TKE

タイドプール
TID

グラナイト
GNT

・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

カラー／スパー（SPU）、
　　　  グラナイト（GNT）　
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％
生産国／中国製

ウイメンズ トレイル 
ミッドウェイトクルー  
 ¥2,090（税抜価格：￥1,900）

213171

スパー　SPU グラナイト　GNT

グラナイト　GR

MW

MW

スレート　SLA
スレート　SLA スレート　SLA

NEW
color

NEW
color

NEW
color

・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

カラー／ジャム（JAM）、
　　　　エンパイア（EMP）、
　　　　スレート（SLA）
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％
生産国／中国製

ウイメンズウルトラランノーショウ
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

401111

カラー／ジャム（JAM）、
　　　　スレート（SLA）
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％
生産国／中国製

ウイメンズ
ウルトラランミニクルー
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

401131

・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

カラー／スレート（SLA）
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％
生産国／中国製

ウイメンズ
ウルトラランクルー
¥2,310（税抜価格：￥2,100）

401171

ウルトラランノーショウ 
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

ウルトラランミニクルー 
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

ウルトラランクルー 
¥2,310（税抜価格：￥2,100）
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（スードウール）

おすすめ用途
登山やハイキングにおすすめ！
防水透湿素材との相性も抜群。抗菌防臭性もあるので長期間の使用でも快適です。天然素材特有のやわ
らかい履き心地で普段履きもおすすめ！

おすすめ用途
登山やハイキングにおすすめ！
防水透湿素材との相性も抜群。抗菌防臭性もあるので長期間の使用でも快適です。天然素材特有のやわ
らかい履き心地で普段履きもおすすめ！

FEEDBACK FROM TEAM INJINJI:
MIKE WARDIAN
トレーナーソックスのフィット感は抜群でした。締まりすぎる感じは全
くありませんでしたが、最初に履いたときは間違いなく驚くことでしょ
う。このぴったりのフィット感は、特に速いスタートとストップのワーク
アウト（シャトルラン）をするときや、ボックスジャンプや、ステップアッ
プ、昇降運動、バーピージャンプにとてもよかったです。ランニング、リ
フティング、クロスフィット、ロッククライミング、サイクリング、ウォー
キング、トランポリン、そして普段使いにもトレーナーソックスを履い
ていましたが、とても良かったです。運動を本当に楽しめましたし、私
はこのソックスを強くお勧めします。

TARA WARREN
トレーナーはより足の形に近いように感じました。つまり、足首/アキレ
ス腱の周りにぴったりとフィットしてくれました。私はインジンジの
アーチサポートの大ファンです。 機能的な部分はもちろん、ソックスの
感触そのものが大好きなんです。

JEFF BROWNING
トレーナーのフィット感は、通常のインジンジソックスよりも特に中足
部で感じました。全体的なパフォーマンスは素晴らしく、ぴったり
フィットを楽しむことができました。

カラー／スレート（SLA）
サイズ／S, M, L　
素　材／メリノウール75％、
　　　    ナイロン22％、ライクラ3％
生産国／中国製

アウトドア
ミッドウェイトクルーウール
 ¥3,080（税抜価格：￥2,800）

223670

スレート　SLA

スレート　SLA

カラー／スレート（SLA）
サイズ／S, M, L　
素　材／メリノウール71％、ナイロン26％、

ライクラ3％
生産国／中国製

アウトドア
ミッドウェイトミニクルーウール
 ¥2,860（税抜価格：￥2,600）

223630

OUTDOOR Midweight

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

素材にスードウール
・蒸れない調湿機能＆
   防臭効果

アーチサポート
・快適フィット

MW

Sudwolleのウールはミュールジングフリー（羊への虐待行為がない）で環境
にも羊にも優しいプレミアムウールです。ウールは天然の抗菌効果により高
い防臭性を持ちます。複数日にわたって履き続きけるような登山やロングト
レイルなどでも快適に使用できます。また、ウールが持つ優れた調湿効果は
防水透湿素材との相性抜群。吸い上げた汗を徐々に乾かしていくことで透
湿素材の機能である水蒸気を外に出す働きとのバランスがとてもよくシュー
ズ内を快適に保ちます。

Sudwolleのウールはミュールジングフリー（羊への虐待行為がない）で環境
にも羊にも優しいプレミアムウールです。ウールは天然の抗菌効果により高
い防臭性を持ちます。複数日にわたって履き続きけるような登山やロングト
レイルなどでも快適に使用できます。また、ウールが持つ優れた調湿効果は
防水透湿素材との相性抜群。吸い上げた汗を徐々に乾かしていくことで透
湿素材の機能である水蒸気を外に出す働きとのバランスがとてもよくシュー
ズ内を快適に保ちます。

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

カラー／グレー（GY）
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％
生産国／中国製

・極薄ベースレイヤー

ライナークルー 
 ¥1,540（税抜価格：￥1,400）

060270

グレー　GY

カラー／スレート（SLA）　
サイズ／S, M, L
素　材／メリノウール74％、
　　　   ナイロン22％、ライクラ4％
生産国／中国製

・極薄ベースレイヤー
・湿度調整機能
・防臭機能

ライナークルーウール 
 ¥2,090（税抜価格：￥1,900）

060670

スレート　SLA

LW

メッシュトップ
・抜群の通気性

アーチサポート
・より快適に
  フィットするよう
   に強化

ヒール
・耐久性を
  更に強化

ランナーのクロストレーニング、筋トレ、サーキットト
レーニング、HIIT（高強度インターバルトレーニング）
用に開発されました。すべてのパフォーマンスの目標
を達成し、超えていくのに役立ちます。足の形に合わ
せてよりタイトに、よりぴったりとフィットするため、
足とシンクロして動き、より足裏感覚が高まります。
これにより全ての動きのバランスの安定に繋がりま
す。テクニカルなリブニット、５本指のデザイン、イン
ジンジのオリジナルウェイトの薄いクッションを組み
合わせることで、自然で制限のない動きを可能にし、
バーピージャンプや、ボックスジャンプなど、あらゆる
場面においてもこのクッションが高いパフォーマン
スをを引き出します。

TRAINER
トレイナーミニクルー 
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

362130

カラー／ライム(LIE)、スキューバ（SCB）
サイズ／S,M,L　
素材／ナイロン（35%）、クールマックス（ナイロン）26％、
　　　クールマックス（ポリエステル）26％、ポリエステル8%、ライクラ5％
生産国／中国製

リブニット
・動きに合わせて
　しっかりフィット

ライム　LIE スキューバ　SCB

〇  筋トレ ＆ ウェイトトレーニング
〇  HIITトレーニング
〇 サーキットトレーニング

OW

・メッシュトップ
・アーチサポート
・しっかりフィットするリブニット
・耐久性に優れたヒール　　

・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

・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

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クルー
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

052270

SPORT Light Weight　　Original Weight

ブラック　BK ブラック　BK

ブラック　BK

カラー／スティール（STE）、
　　　   ブラック（BK）　
サイズ／S, M,L
素　材／クールマックス86％、
　　　　ナイロン12％、
　　　　ライクラ2％

・踵にはシリコンタブ
・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85％、
　　　　ナイロン12％、
　　　　ライクラ3％

・アーチサポート　　　

スポーツ 
ライトウェイト ヒドゥン 
 ¥1,650（税抜価格：￥1,500）

052100

スティール　STE

スポーツ 
オリジナルウェイトミニクルー 

052230

¥1,650（税抜価格：￥1,500）

LW 0W

NEWcolor
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（スードウール）

おすすめ用途
登山やハイキングにおすすめ！
防水透湿素材との相性も抜群。抗菌防臭性もあるので長期間の使用でも快適です。天然素材特有のやわ
らかい履き心地で普段履きもおすすめ！

おすすめ用途
登山やハイキングにおすすめ！
防水透湿素材との相性も抜群。抗菌防臭性もあるので長期間の使用でも快適です。天然素材特有のやわ
らかい履き心地で普段履きもおすすめ！

FEEDBACK FROM TEAM INJINJI:
MIKE WARDIAN
トレーナーソックスのフィット感は抜群でした。締まりすぎる感じは全
くありませんでしたが、最初に履いたときは間違いなく驚くことでしょ
う。このぴったりのフィット感は、特に速いスタートとストップのワーク
アウト（シャトルラン）をするときや、ボックスジャンプや、ステップアッ
プ、昇降運動、バーピージャンプにとてもよかったです。ランニング、リ
フティング、クロスフィット、ロッククライミング、サイクリング、ウォー
キング、トランポリン、そして普段使いにもトレーナーソックスを履い
ていましたが、とても良かったです。運動を本当に楽しめましたし、私
はこのソックスを強くお勧めします。

TARA WARREN
トレーナーはより足の形に近いように感じました。つまり、足首/アキレ
ス腱の周りにぴったりとフィットしてくれました。私はインジンジの
アーチサポートの大ファンです。 機能的な部分はもちろん、ソックスの
感触そのものが大好きなんです。

JEFF BROWNING
トレーナーのフィット感は、通常のインジンジソックスよりも特に中足
部で感じました。全体的なパフォーマンスは素晴らしく、ぴったり
フィットを楽しむことができました。

カラー／スレート（SLA）
サイズ／S, M, L　
素　材／メリノウール75％、
　　　    ナイロン22％、ライクラ3％
生産国／中国製

アウトドア
ミッドウェイトクルーウール
 ¥3,080（税抜価格：￥2,800）

223670

スレート　SLA

スレート　SLA

カラー／スレート（SLA）
サイズ／S, M, L　
素　材／メリノウール71％、ナイロン26％、

ライクラ3％
生産国／中国製

アウトドア
ミッドウェイトミニクルーウール
 ¥2,860（税抜価格：￥2,600）

223630

OUTDOOR Midweight

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

素材にスードウール
・蒸れない調湿機能＆
   防臭効果

アーチサポート
・快適フィット

MW

Sudwolleのウールはミュールジングフリー（羊への虐待行為がない）で環境
にも羊にも優しいプレミアムウールです。ウールは天然の抗菌効果により高
い防臭性を持ちます。複数日にわたって履き続きけるような登山やロングト
レイルなどでも快適に使用できます。また、ウールが持つ優れた調湿効果は
防水透湿素材との相性抜群。吸い上げた汗を徐々に乾かしていくことで透
湿素材の機能である水蒸気を外に出す働きとのバランスがとてもよくシュー
ズ内を快適に保ちます。

Sudwolleのウールはミュールジングフリー（羊への虐待行為がない）で環境
にも羊にも優しいプレミアムウールです。ウールは天然の抗菌効果により高
い防臭性を持ちます。複数日にわたって履き続きけるような登山やロングト
レイルなどでも快適に使用できます。また、ウールが持つ優れた調湿効果は
防水透湿素材との相性抜群。吸い上げた汗を徐々に乾かしていくことで透
湿素材の機能である水蒸気を外に出す働きとのバランスがとてもよくシュー
ズ内を快適に保ちます。

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

カラー／グレー（GY）
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％
生産国／中国製

・極薄ベースレイヤー

ライナークルー 
 ¥1,540（税抜価格：￥1,400）

060270

グレー　GY

カラー／スレート（SLA）　
サイズ／S, M, L
素　材／メリノウール74％、
　　　   ナイロン22％、ライクラ4％
生産国／中国製

・極薄ベースレイヤー
・湿度調整機能
・防臭機能

ライナークルーウール 
 ¥2,090（税抜価格：￥1,900）

060670

スレート　SLA

LW

メッシュトップ
・抜群の通気性

アーチサポート
・より快適に
  フィットするよう
   に強化

ヒール
・耐久性を
  更に強化

ランナーのクロストレーニング、筋トレ、サーキットト
レーニング、HIIT（高強度インターバルトレーニング）
用に開発されました。すべてのパフォーマンスの目標
を達成し、超えていくのに役立ちます。足の形に合わ
せてよりタイトに、よりぴったりとフィットするため、
足とシンクロして動き、より足裏感覚が高まります。
これにより全ての動きのバランスの安定に繋がりま
す。テクニカルなリブニット、５本指のデザイン、イン
ジンジのオリジナルウェイトの薄いクッションを組み
合わせることで、自然で制限のない動きを可能にし、
バーピージャンプや、ボックスジャンプなど、あらゆる
場面においてもこのクッションが高いパフォーマン
スをを引き出します。

TRAINER
トレイナーミニクルー 
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

362130

カラー／ライム(LIE)、スキューバ（SCB）
サイズ／S,M,L　
素材／ナイロン（35%）、クールマックス（ナイロン）26％、
　　　クールマックス（ポリエステル）26％、ポリエステル8%、ライクラ5％
生産国／中国製

リブニット
・動きに合わせて
　しっかりフィット

ライム　LIE スキューバ　SCB

〇  筋トレ ＆ ウェイトトレーニング
〇  HIITトレーニング
〇 サーキットトレーニング

OW

・メッシュトップ
・アーチサポート
・しっかりフィットするリブニット
・耐久性に優れたヒール　　

・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

・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

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クルー
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

052270

SPORT Light Weight　　Original Weight

ブラック　BK ブラック　BK

ブラック　BK

カラー／スティール（STE）、
　　　   ブラック（BK）　
サイズ／S, M,L
素　材／クールマックス86％、
　　　　ナイロン12％、
　　　　ライクラ2％

・踵にはシリコンタブ
・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85％、
　　　　ナイロン12％、
　　　　ライクラ3％

・アーチサポート　　　

スポーツ 
ライトウェイト ヒドゥン 
 ¥1,650（税抜価格：￥1,500）

052100

スティール　STE

スポーツ 
オリジナルウェイトミニクルー 

052230

¥1,650（税抜価格：￥1,500）

LW 0W

NEWcolor
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