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扁平足対策

整形外科などで使用される医療器具「足底装具」の理論
に基づいて設計されたプロ仕様のインソールです。
靴に装着するだけで足骨格を正常な状態にサポートし、
足・膝・腰などのお悩みに対応できる世界初のトラブル
別インソール、それが『インソールプロ』です。

低下した「内側縦アーチ」を正常な状態にサポート
歩行時の衝撃吸収を行うアーチ機能を保ち、足裏の疲れを緩和

足の骨格は、歩行時の衝撃を吸収し効率の良い
歩行を行うために、3つのアーチ構造を持って
います。扁平足は特に「内側縦アーチ」の構造
が崩れる (低下する )ことから足が疲れやすく
なります。

歩行時に使用される重要な下肢筋の活動
を比較した結果インソールプロの使用に
よって、全ての被検査筋の負担が軽減

インソールプロ装着実験 筋活動（積分値）

扁平足について

医療現場の技術で
足を的確にサポート
医療現場の技術で
足を的確にサポート

歩行時の動作筋電図（積分値）、足底圧力測定、レントゲン撮影などにより効果を検証

insole PROシリーズとは

インソールプロ メンズ 扁平足対策
サイズ／M（25.0～25.5）・L（26.0～27.0）
カラー／黒
素　材／ポリエステル・ウレタンフォーム

参考上代 円（税抜)3,240EE-M006（M）EE-M007（L）

2017 Fukutoku Insole

インソールプロ メンズ 足底筋膜炎対策
サイズ／M（25.0～25.5）・L（26.0～27.0）
カラー／黒
素　材／ポリエステル・ウレタンフォーム

参考上代 円（税抜)3,240

EE-N005（M） EE-N006（L）

EE-M002（M）EE-M003（L）

腰痛の多くは、骨盤と脊柱
の角度不良により腰背部筋
に過度な負担がかかること
が原因です。インソールで
脚部や骨盤の角度を調整す
ることや腹筋を鍛えること
が有効です。

腰痛について

腰痛の原因となる筋肉
や体幹を支える筋肉の
活動を比較した結果イ
ンソールプロの使用に
よって、全ての被検査
筋の負担が軽減

インソールプロ装着実験 筋活動（積分値）

足底筋膜炎対策痛みの集中しやすいカカト中央に
体重がかかりにくい特殊構造

足底の腱とかかとの骨との接点に繰り返し
張力がかかったり、縦アーチが低下するこ
とにより起こります。足裏のかかと部や足
裏全体に痛みを生じます。

足底筋膜炎（踵痛、足底痛）について

インソールなしの場合、足裏の接触部分
が少ないため特定部分の圧力が高くなる
と共に、体重によってアーチが潰れ足筋
膜が伸張されるので痛みが生じます。
インソールプロ使用では、足裏の接触面
積が増加し単位面積あたりの体重負荷が
減少すると共に、アーチを支えることで
足底筋膜の張力が減り痛みを緩和します。

インソールなし インソールプロ使用

インソールプロ装着実験 足底圧力

インソールプロ メンズ 腰痛対策
サイズ／M（25.0～25.5）・L（26.0～27.0）
カラー／黒
素　材／ポリエステル・ウレタンフォーム

参考上代 円（税抜)3,240

腰痛対策
骨盤と脊柱との角度を
サポートして腰への負
担を軽減。

「衝撃吸収材フィットセル」をカカト部に採用、
   歩行時の衝撃を吸収。

カカトが「ジンジン」する！お悩みに

腰が「ズシン」！となるお悩みに

足裏が疲れやすい！お悩みに

Insole
機能性インソール

機能性インソール
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Insole
2017 Fukutoku Insole

膝関節の角度を正常な状態にサポートし、
膝への負担を軽減

かかとの外側を持ち上げて膝が内側に
向くように誘導

キングサイズ
低下した「内側縦アーチ」を
正常な状態にサポート。
また、歩行時の衝撃吸収を行
うアーチ機能を保ち、足裏の
疲れを緩和。

EE-V027
インソールプロキング メンズ 扁平足対策
サイズ／ＸL（27.5～28.5）
カラー／黒
素　材／ポリエステル・ウレタンフォーム

参考上代 円（税抜)3,780

扁平足対策

インソールプロキング 足の大きい方に！足の大きい方に！

キングサイズ
骨盤と脊柱との角度をサポー
トして腰への負担を軽減。
「衝撃吸収材フィットセル」を
カカト部に採用、歩行時の衝
撃を吸収。

EE-V025
インソールプロキング メンズ 腰対策
サイズ／ＸL（27.5～28.5）
カラー／黒
素　材／ポリエステル・ウレタンフォーム

参考上代 円（税抜)3,780

腰対策

キングサイズ
痛みの集中しやすいカカト
中央に体重がかかりにくい
特殊構造（除圧部）。
同時に内側と外側の縦アー
チの低下をケア。

EE-V023
インソールプロキング メンズ かかと対策
サイズ／ＸL（27.5～28.5）
カラー／黒
素　材／ポリエステル・ウレタンフォーム

参考上代 円（税抜)3,780

かかと対策

キングサイズ
カカトから土踏まずにかけて
足の外側を持ち上げる「ヒー
ルウエッジパッド」により膝
関節の角度を正常な状態にサ
ポートします。

EE-V021
インソールプロキング メンズ Ｏ脚対策
サイズ／ＸL（27.5～28.5）
カラー／黒
素　材／ポリエステル・ウレタンフォーム

参考上代 円（税抜)3,780

機能性インソール
機能性インソール

インソールプロ メンズ Ｏ脚対策
サイズ／M（25.0～25.5）・L（26.0～27.0）
カラー／黒
素　材／ポリエステル・ウレタンフォーム

参考上代 円（税抜)3,240

Ｏ脚とは、両膝が外側に張り出し「Ｏ」の字
のような形状になった状態です。日本人特有
の骨格形状により、若年層に多いのが特徴で
す。中年期以降に膝痛を生じやすくなるので
予防が大切です。

Ｏ脚について

インソールなしの場合、膝の間隔が約
2センチでしたが、インソールプロ使
用ではウェッジ効果によってすき間が
なくなり、すっきりとしたレッグライ
ンになっています。

インソールなし インソールプロ使用

インソールプロ装着実験 膝間隔測定

Ｏ脚対策
後姿が気になる！お悩みに

EE-M004（M）EE-M005（L）

EE-P002（M） EE-P003（L）
インソールプロ メンズ 膝痛対策
サイズ／M（25.0～25.5）・L（26.0～27.0）
カラー／黒
素　材／ポリエステル・ウレタンフォーム

参考上代 円（税抜)3,240

膝痛対策
膝が「ギシギシ」！となるお悩みに

膝痛は、下肢のバランス不良などに
より膝関節外側のじん帯が伸ばされ、
膝関節の間にある軟骨がすり減るこ
とで上下の間隔が狭くなり痛みが生
じます。

膝痛について

インソールなしの場合、膝関節内側裂
隙が狭くなっていますが、インソール
プロ使用では関節の間隔が広くなって
改善を促すことがわかります。

インソールプロ装着実験 膝関節内側裂隙

インソールなし インソールプロ使用
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サイズ／M（24.0～25.0）・L（25.5～26.5）・XL（27.0～28.0）
カラー／グレー
素　材／ポリエステル、ポリエーテル

　

ゼロハザードインソール2

耐踏み抜き性基準（JIS T8101)
1,100ニュートン以上の強度

●インソール全体が踏み抜き防止素材なので足裏全体を保護。
●絶縁素材だから通電せず安心！
●特殊繊維素材のため、柔軟性が高く足にフィットします。
●汚れても水洗いできるからいつも清潔！

踏み抜き防止 絶縁素材

踏み抜き防止【ゼロ ハザード  インソール2】踏み抜き防止【ゼロ ハザード  インソール2】

滑り止めコーティング
踏み抜き防止素材

断面図

参考上代 円（税抜)1,800

立体形状で足らくらく、
疲れにくい。長靴用。

らくらく隊 長靴用

汗をすばやく吸収、
拡散。汚れても水洗い
できるからいつも清潔！
吸湿・発熱素材使用で

温かい。

汗をすばやく吸収、
拡散。汚れても水洗い
できるからいつも清潔！
吸湿・発熱素材使用で

温かい。

サイズ／M（24.0～25.0）・L（25.5～26.5）・XL（27.0～28.0）
カラー／黒
素　材／ポリエステル・ウレタンフォーム

参考上代 円（税抜)2,160

通気性が良く、冷感加工で
ムレにくい。長靴用。

らくらく隊 長靴用 ムレ対策

つま先が厚いから
足と長靴がフィット。
立体形状で疲れ
にくい。

つま先が厚いから
足と長靴がフィット。
立体形状で疲れ
にくい。

サイズ／M（24.0～25.0）・L（25.5～26.5）・XL（27.0～28.0）
カラー／水色ドット柄
素　材／キュービックアイクール(ポリエステル) / ウレタンフォーム

通年インソールInsole
機能性インソール

EE-V125（L）
EE-V128（XL）
EE-V126（M）

EE-W033（L）
EE-W034（XL）
EE-W032（M） EE-X035（L）

EE-X036（XL）
EE-X034（M）

参考上代 円（税抜)3,240

一年中使えてとっても便利！通年インソール

スポーツ時の瞬発力をサポート！

参考上代 円（税抜)1,950
フライバンパー高反発カップインソール 
サイズ／M（24.5～26.0）・L（26.5～28.0）
カラー／イエロー
素　材／EVA・ポリエステル

M120-0242（M）M120-0235（L）

参考上代 円（税抜)1,620

表面の凹凸が靴内の滑り止め効果を発揮
靴内の滑り止めに最適！

M100-0297
グリッピングパワーインソール
サイズ／フリー(24.5～28.0cm)
カラー／オレンジ
素　材／EVA・ポリエステル

カカトの衝撃を吸収し
負担を軽減

抗菌防臭加工

全面高反発
蹴り出しをサポートし、スポーツ
時の瞬発力をアップ！

3D形状
立体形状が足裏にフィットし、
土踏まずとカカトをしっかりホールド

表面生地に抗菌防臭加工。
繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗など
による不快なニオイを和らげます

足の踏ん張りが
必要な作業現場や
スポーツに！

足の踏ん張りが
必要な作業現場や
スポーツに！

表面にすべり止め効果を高める
グリップ加工を施し、インソール
表面が足裏全体にフィット。
足と靴内との密着性を向上させる
ことで靴との一体感を高めます。

裏面

裏面

衝撃吸収パッド
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Insole Insole
通年インソール 通年インソール

#10158 
サラサラバンブーインソール M70-20

吸放湿作用に優れた、
サラサラインソール

竹繊維入りで
靴中爽快！
竹繊維入りで
靴中爽快！

サイズ／フリー(22.0～28.0cm)
カラー／グレー
素　材／バンブーフェルト・カプネット（銅線）

参考上代 円（税抜)1,050

夏も冬もサラサラ爽快！

M060-4253 
Wメッシュインソール

参考上代 円（税抜)900

制菌、消臭、吸水、速乾、
ダブルラッセル構造で
ソフトなクッション性

制菌、消臭、吸水、速乾、
ダブルラッセル構造で
ソフトなクッション性

サイズ／フリー(24.0～27.0cm)
カラー／ベージュ
素　材／ポリエステル・ＥＶＡ

M30-154
エアーインソール 

エアホール＆リフトアップ構造
ムレ、ベタつきを軽減

参考上代 円（税抜)450

銀系無機抗菌材
「ノバロン」を練り込み
雑菌の繁殖を抑え
ニオイを防止

銀系無機抗菌材
「ノバロン」を練り込み
雑菌の繁殖を抑え
ニオイを防止

サイズ／フリー(22.0～28.0cm)
カラー／クリア
素　材／ポリエチレン

加重を分散！
足への負担を大幅に軽減

M055-3640 
圧力分散クッションインソール

参考上代 円（税抜)990

タテ繊維構造体だから
優れたクッション性。
抗菌加工、消臭加工

タテ繊維構造体だから
優れたクッション性。
抗菌加工、消臭加工

サイズ／フリー(22.0～28.0cm)
カラー／ベージュ
素　材／ポリエステル

自由に切れる
フリーサイズ
自由に切れる
フリーサイズ

活性炭入りで消臭、洗える
通気孔付きクッション

#13299 　 参考上代 円（税抜)750
ウォッシャブルスニーカー用中敷
サイズ／フリー(21.0～28.0cm)
カラー／アイボリー
素　材／合成ゴム、ポリエステル、活性炭

M080-3112
バクテロックインソール 

新世代活性炭シートの
強力消臭

参考上代 円（税抜)1,200

　通気性に優れ、
足ムレを防止
　通気性に優れ、
足ムレを防止

サイズ／フリー(24.0～27.0cm)
カラー／ブラック
素　材／ポリ塩化ビニリデン（サラン）・活性炭・ポリエステル

抜群の通気性、耐久性

#239 
エアスルーウォーキングインソール

参考上代 円（税抜)1,260

サイズ／フリー(21.0～28.0cm)
カラー／グレー
素　材／ナイロン、ポリエステル、ポリエステル樹脂

通気性、クッション性に
優れたエアーメッシュ構造。
従来品と比べて耐久性が

アップ！

通気性、クッション性に
優れたエアーメッシュ構造。
従来品と比べて耐久性が

アップ！

銀イオンパワーで制菌！

　制菌、通気性、
吸水速乾

　制菌、通気性、
吸水速乾

M060-1930 参考上代 円（税抜)975
銀イオンインソール
サイズ／フリー(24.0～27.0cm)
カラー／グレー
素　材／ ポリ塩化ビニリデン・ポリエステル
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Insole InsoleInsole Insole
通年インソール 通年インソール

参考上代 円（税抜)1,050

炭の吸着機能を活かした
すぐれた消臭効果

M070-0498 
備長炭インソール男性用

表地には抗菌防臭加工
裏地には通気性に優れた
サラン(R)繊維を使用

表地には抗菌防臭加工
裏地には通気性に優れた
サラン(R)繊維を使用

サイズ／フリー(24.0～27.0cm)
カラー／ブラック
素　材／ポリ塩化ビニリデン・ポリエステル・レーヨン

M050-1916 
働く男のカップタイプインソール

カップタイプだから足形状に
ピッタリフィット、快適歩行

参考上代 円（税抜)750

消臭加工素材
「CG-X」が不快臭、
悪臭を無臭化。
ソフトクッションで
衝撃吸収。

消臭加工素材
「CG-X」が不快臭、
悪臭を無臭化。
ソフトクッションで
衝撃吸収。

サイズ／フリー(24.0～28.0cm)
カラー／ベージュ
素　材／ポリエステル・ＥＶＡ

天然成分でできた消臭剤が、
悪臭を吸着・中和して、無臭化

M060-3508
制菌バイオガードインソール ベージュ

優れた消臭効果と
吸水・速乾性
優れた消臭効果と
吸水・速乾性

参考上代 円（税抜)900

全　長／フリー(22.0～28.0cm)
カラー／ベージュ
素　材／ポリエステル・ＳＢＲ系ゴム

天然成分でできた消臭剤が、
悪臭を吸着・中和して、無臭化

M060-4291 
制菌バイオガードインソール ブラック

優れた消臭効果と
吸水・速乾性
優れた消臭効果と
吸水・速乾性

参考上代 円（税抜)900

全　長／フリー(22.0～28.0cm)
カラー／ブラック
素　材／ポリエステル・ＳＢＲ系ゴム

M080-8217
足快楽インソール

最厚1ｃｍのソフトクッションが
衝撃を吸収、負担軽減

参考上代 円（税抜)1,200

3Ｄ設計で快適歩行。
土踏まず、カカトを
サポートし気持ちよく

歩けます。

3Ｄ設計で快適歩行。
土踏まず、カカトを
サポートし気持ちよく

歩けます。

サイズ／フリー(24.0～28.0cm)
カラー／ブラック
素　材／ポリエステル・EVA・PUスポンジ

足・ヒザを優しくガード！
歩行らくらく

消臭加工素材「CG-X」が
足の不快臭、悪臭を無臭化。
織物・フェルト・SBRスポンジの
三層構造により衝撃吸収。

消臭加工素材「CG-X」が
足の不快臭、悪臭を無臭化。
織物・フェルト・SBRスポンジの
三層構造により衝撃吸収。

M050-1909 参考上代 円（税抜)750
働く男の衝撃吸収インソール
サイズ／フリー(24.0～28.0cm)
カラー／ベージュ
素　材／ポリエステル・ラテックススポンジ

凹凸で足裏を刺激

M050-2955 参考上代 円（税抜)750
働く男の足裏健康インソール
サイズ／フリー(24.0～28.0cm)
カラー／ネイビー
素　材／ポリエステル１００％、ＥＶＡ

表生地の
リブフレッシュPが

菌の増殖を抑制。裏地は
サラン繊維使用で

通気性に優れムレを防止。 

表生地の
リブフレッシュPが

菌の増殖を抑制。裏地は
サラン繊維使用で

通気性に優れムレを防止。 

デニム生地がさわやか

#107 
デニムノンシュシュインソール

参考上代 円（税抜)1,080

通気性を持つ
ラテックスフォーム
スポンジが衝撃緩和と
足ムレを防止。活性炭
配合で足のニオイを吸収。

通気性を持つ
ラテックスフォーム
スポンジが衝撃緩和と
足ムレを防止。活性炭
配合で足のニオイを吸収。

サイズ／フリー(21.5～27.0cm)
カラー／インディゴブルー
素　材／ポリエステル・レーヨン・天然ゴム・合成ゴム・活性炭
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Insole Insole
通年インソール 通年インソール

空気層がムレを防ぎ
衝撃を吸収

#190 
ダブルクッションインソール

参考上代 円（税抜)1,260

細かい立体構造で
通気性、速乾性抜群！ 
抗菌加工でムレや匂い
の原因となる雑菌の
繁殖を抑制。

細かい立体構造で
通気性、速乾性抜群！ 
抗菌加工でムレや匂い
の原因となる雑菌の
繁殖を抑制。

サイズ／フリー(25.0～27.0cm)
カラー／ブラック
素　材／ポリエステル・塩化ビニリデン

地下足袋専用インソール
活性炭がニオイの元を吸着

参考上代 円（税抜)750

フェルト素材で
適度なクッション性
フェルト素材で
適度なクッション性

M050-9992 
活性炭地下足袋インソール
サイズ／フリー(24.0～27.0cm)
カラー／グレー
素　材／ポリエステル・活性炭

#228 
低反発アーチインソール男性用

足元を優しく包む、
低反発ウレタン採用

参考上代 円（税抜)2,304

抗菌・防臭加工で
雑菌の繁殖を抑制。
通気性が良く汗を
かいても靴内快適。

抗菌・防臭加工で
雑菌の繁殖を抑制。
通気性が良く汗を
かいても靴内快適。

サイズ／フリー(24.5～27.0cm)
カラー／ブラック
素　材／ポリエステル・ウレタン・塩化ビニリデン

サイズ／フリー(27.0～30.0cm)
素　材／塩化ビニリデン・不織布

#102
活性炭クレハロンビックインソール

ビックサイズ30cmまで対応
活性炭で消臭効果

参考上代 円（税抜)1,440

通気性に優れた
クレハロンシート。
エアークッションで
ソフトな履き心地。

通気性に優れた
クレハロンシート。
エアークッションで
ソフトな履き心地。

M050-8096 
抗菌サランインソール紳士フリー

抗菌、防臭効果により、
サラッと快適

制菌、消臭、カップ形状で
足にフィット！

M080-6197 
制菌カップインソール男性用

参考上代 円（税抜)1,200参考上代 円（税抜)750

表地に制菌加工素材
「バイオガード」を使用し、
繊維上の細菌の増加を抑制。
消臭加工素材「CG-X」が
不快臭、悪臭を無臭化。

表地に制菌加工素材
「バイオガード」を使用し、
繊維上の細菌の増加を抑制。
消臭加工素材「CG-X」が
不快臭、悪臭を無臭化。

サイズ／フリー(24.0～27.0cm)
カラー／ベージュ
素　材／ポリエステル・塩化ビニリデン・抗菌剤

裏地にサラン繊維を
使用し通気性に優れ、
梅雨時や夏のムレやすい
季節でも快適に。

裏地にサラン繊維を
使用し通気性に優れ、
梅雨時や夏のムレやすい
季節でも快適に。

サイズ／フリー(25.0～28.0cm)
カラー／ベージュ
素　材／ポリエステル・ＥＶＡ

歩く･走る･飛ぶなどの
衝撃から足を守る

M098-1996
衝撃吸収ウォーキングインソール 黒

参考上代 円（税抜)1,470

表面に抗菌効果のある
銅繊維と吸湿・速乾性の
高いポリエステル繊維を
２層構造で抗菌・防臭効
果とベタ付き感を軽減。

表面に抗菌効果のある
銅繊維と吸湿・速乾性の
高いポリエステル繊維を
２層構造で抗菌・防臭効
果とベタ付き感を軽減。

サイズ／フリー(21.0～28.0cm)
カラー／ブラック
素　材／ポリエステル・アクリル樹脂

衝撃吸収に優れた発泡体樹脂を
使用。足･ひざ･腰への負担を軽減。

M098-1897 
衝撃吸収腰痛予防インソール グレー

参考上代 円（税抜)1,470

表面に抗菌効果のある
銅繊維と吸湿・速乾性の
高いポリエステル繊維を
２層構造で抗菌・防臭効
果とベタ付き感を軽減。

表面に抗菌効果のある
銅繊維と吸湿・速乾性の
高いポリエステル繊維を
２層構造で抗菌・防臭効
果とベタ付き感を軽減。

サイズ／フリー(22.0～28.0cm)
カラー／グレー
素　材／ポリエステル・アクリル樹脂



参考上代 円（税抜)1,584

かかと、ひざ、腰への衝撃を
やわらかく吸収!

#66
軽快歩行インソール ブラック

活性炭入りで
ニオイ対策。
抗菌、防臭加工。

活性炭入りで
ニオイ対策。
抗菌、防臭加工。

サイズ／フリー(24.5～27.0cm)
カラー／ブラック
素　材／ポリエステル・塩化ビニリデン・活性炭

参考上代 円（税抜)1,584

かかと、ひざ、腰への衝撃を
やわらかく吸収!

#65
軽快歩行インソール グレー

活性炭入りで
ニオイ対策。
抗菌、防臭加工。

活性炭入りで
ニオイ対策。
抗菌、防臭加工。

サイズ／フリー(24.5～27.0cm)
カラー／グレー
素　材／ポリエステル・塩化ビニリデン・活性炭

サイズ／フリー(24.0～27.0cm)
カラー／ブラック
素　材／ポリエステル・塩化ビニリデン

#159
悪臭防衛隊インソール ブラック

ハイテクパワーの消臭効果！
足のニオイが気になる方に

参考上代 円（税抜)1,584

ハイテクパワーの
消臭効果

ニオイの元から断つ
抗菌効果

ムレを防ぐ通気性

ハイテクパワーの
消臭効果

ニオイの元から断つ
抗菌効果

ムレを防ぐ通気性

サイズ／フリー(24.0～27.0cm)
カラー／グレー
素　材／ポリエステル・塩化ビニリデン

#182
悪臭防衛隊インソール グレー

ハイテクパワーの消臭効果！
足のニオイが気になる方に

参考上代 円（税抜)1,584

ハイテクパワーの
消臭効果

ニオイの元から断つ
抗菌効果

ムレを防ぐ通気性

ハイテクパワーの
消臭効果

ニオイの元から断つ
抗菌効果

ムレを防ぐ通気性

2017 Fukutoku Insole
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Insole Insole
通年インソール 通年インソール

通気性の良いクレハロンと
活性炭で足スッキリ！

3D構造で足裏に
スーパーフィット！

#621
3Ｄハイパーメッシュインソール

参考上代 円（税抜)1,764

ダブルメッシュ構造が
高通気と軽さを実現!
4Eワイズシューズから
地下足袋まで対応の
幅広デザイン

ダブルメッシュ構造が
高通気と軽さを実現!
4Eワイズシューズから
地下足袋まで対応の
幅広デザイン

サイズ／M（23.5～26.0）・L（26.0～28.0）
カラー／ブラック
素　材／ポリエステル・EVAスポンジ

3D構造で足裏に
スーパーフィット！

#622
3Ｄハイパーメッシュインソール

参考上代 円（税抜)1,764

ダブルメッシュ構造が
高通気と軽さを実現!
4Eワイズシューズから
地下足袋まで対応の
幅広デザイン

ダブルメッシュ構造が
高通気と軽さを実現!
4Eワイズシューズから
地下足袋まで対応の
幅広デザイン

サイズ／M（23.5～26.0）・L（26.0～28.0）
カラー／蛍光オレンジ
素　材／ポリエステル・EVAスポンジ

通気性があり
ソフトな履き心地

抗菌防臭サランインソール 
参考上代 円（税抜)600

摩擦に強く、
丈夫で長持ち。
抗菌・防臭　

摩擦に強く、
丈夫で長持ち。
抗菌・防臭　

サイズ／24.0～26.5cm、27.0cm、28.0cm
素　材／ポリ塩化ビニリデン

#100
クレハロンアクティカインソール

参考上代 円（税抜)1,170

活性炭で消臭効果。
特殊エアメッシュ
構造で衝撃吸収。

活性炭で消臭効果。
特殊エアメッシュ
構造で衝撃吸収。

サイズ／24.0～26.5cm、27.0cm、28.0cm
素　材／塩化ビニリデン、活性炭

M040-0124（24.0）
M040-0148（25.0）
M040-0162（26.0）
M040-0186（27.0）

M040-0131（24.5）
M040-0155（25.5）
M040-0179（26.5）
M040-0193（28.0）
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夏用インソール
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暑く、ムレる夏を快適にするために！夏用インソール

抗菌防臭

吸水速乾
＆

抗菌防臭

吸水速乾
＆

M070-0384 

「接触冷感」素材が、熱を
  すばやく奪って涼しい。

参考上代 円（税抜)1,050
クールフィールインソール 男性用
サイズ／フリー(24.0～27.0cm)
カラー／グレー
素　材／ポリエステル・キュプラ・ポリ塩化ビニリデン

吸水力10倍以上！

M070-2238
高吸水インソール

参考上代 円（税抜)1,050

優れた吸水機能、
抗菌効果、通気性、
吸汗繊維混用。

優れた吸水機能、
抗菌効果、通気性、
吸汗繊維混用。

サイズ／フリー(24.0～27.0cm)
カラー／グレー
素　材／ポリエステル・綿・ポリアクレート系繊維・レーヨン・アクリル・ポリ塩化ビニリデン

吸湿・抗菌・消臭

活性炭入り
＆

吸湿・抗菌・消臭

活性炭入り
＆

M050-7018 

タオル地なので、素足で
履いても足サラサラ

タオル地サランインソール 男性用
サイズ／フリー(24.0～27.0cm)
カラー／ホワイト
素　材／綿・ポリ塩化ビニリデン・抗菌剤・活性炭

参考上代 円（税抜)750

マイナスイオン発生で、
靴の中を快適に！

#158 
マイナスイオン発生インソール

マイナスイオン発生物質
「セシオン」独自の優れた
消臭性、抗菌性により靴の
中を快適に保ちます。

マイナスイオン発生物質
「セシオン」独自の優れた
消臭性、抗菌性により靴の
中を快適に保ちます。

参考上代 円（税抜)1,170

サイズ／フリー(24.0～27.0cm)
カラー／グレー
素　材／ポリエステル・塩化ビニリデン

Insole
夏用インソール

#243
スーパー風通しインソール

通気性が非常に高い
2重構造のエアークッション

参考上代 円（税抜)900

足をムレや
衝撃から守る
足をムレや
衝撃から守る

サイズ／フリー(26.0～28.0cm)
カラー／ブラック
素　材／塩化ビニリデン

冷感・抗菌・防臭・速乾機能を
兼ね備えた夏対策用インソール

#231 
クールドライインソール男性用

特殊素材の
「クーグラン」「オーダレス」

を使用し発汗時に
冷感機能を発揮

特殊素材の
「クーグラン」「オーダレス」

を使用し発汗時に
冷感機能を発揮

参考上代 円（税抜)1,350

サイズ／フリー(24.0～27.0cm)
カラー／グレー
素　材／ポリエステル・塩化ビニリデン

長靴用インソール。
カップ形状で足裏ピッタリ！

M050-3013
エアーメッシュインソールブルー 

ハニカムメッシュとEVAの
2層構造でクッション性に
優れ、ムレを和らげます。

ハニカムメッシュとEVAの
2層構造でクッション性に
優れ、ムレを和らげます。

参考上代 円（税抜)750

サイズ／フリー(25.0～28.0cm)
カラー／ブルー
素　材／ポリエステル・ＥＶＡ
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冬用インソール
2017 Fukutoku Insole

Insole
冬場の屋外作業で足が冷たい、フィットしない・・・冬用インソールで解決！

竹炭のパワーはスゴイ! 湿気を吸収しつつ保温する
ウールの優れた機能!

発熱性繊維「エクス」使用!

サイズ／S（24.0～24.5）・M（25.0～25.5）・L（26.0～26.5）・LL（27.0）
カラー／ホワイト
素　材／ウール・ポリエステル・活性炭・ポリ塩化ビニリデン（サラン）

M098-7017（S）M098-7024（M）
M098-7031（L）M098-7048（LL）
羊毛サランウインターインソール男性用

吸湿発熱クッションインソール男性用
サイズ／フリー(25.0～27.0cm)
素　材／アクリルレート繊維・塩化ビニリデン・不織布

#234
発熱ヒートボアインソール 男性用

吸湿発熱性、調温機能に優れた
「サーモギア」を使用!

サイズ／フリー(24.0 ～ 27.0cm)
素　材／綿・アクリル・キュプラ・ポリエステル・ポリ塩化ビニリデン・

抗菌剤・活性炭・低反発軟質発泡体（スチレン系エラストマー）

M075-7215

細菌の増殖を抑制し、
活性炭で不快なニオイを
軽減! サランで、ベトつきや
ムレをやわらげる!

細菌の増殖を抑制し、
活性炭で不快なニオイを
軽減! サランで、ベトつきや
ムレをやわらげる!

サイズ／フリー(22.0～ 28.0cm)
素　材／PEフェルト・竹炭・貝殻カルシウム・セラミック(トルマリン・EM-X)

#10447
竹炭ぽかぽかインソール

竹炭には、木炭よりも
小さい超微細孔が多数

存在し、表面積が大きくなる
ため、悪臭退治作用が大きい!
吸着した悪臭は乾燥に
よって吐き出される
優れた素材!

竹炭には、木炭よりも
小さい超微細孔が多数

存在し、表面積が大きくなる
ため、悪臭退治作用が大きい!
吸着した悪臭は乾燥に
よって吐き出される
優れた素材!

&
抗菌・防臭

サラッと通気
&

抗菌・防臭

サラッと通気

参考上代 円（税抜)1,470

参考上代 円（税抜)1,125 参考上代 円（税抜)1,764

参考上代 円（税抜)1,050

底冷えから足を守る !
吸湿性にも優れ、ムレ
を防ぎ、活性炭入りで
嫌なニオイも抑える !

底冷えから足を守る !
吸湿性にも優れ、ムレ
を防ぎ、活性炭入りで
嫌なニオイも抑える !

冬用インソール

参考上代 円（税抜)1,470

参考上代 円（税抜)900

抗菌・防臭加工
フェルト使用
抗菌・防臭加工
フェルト使用

フェルト×アルミで
温まった空気をキープ！ウールの約3倍の吸着熱!

サイズ／フリー(24.0 ～ 28.0cm)
素　材／ポリエステル・EVA

M098-7688
立体ボアーインソール

立体ボアで、やわらか、
あったか、気持ちいい！

サイズ／フリー(22.0～ 28.0cm)
素　材／ポリエステル・ポリエチレン・アルミ

M060-7935
防寒アルミフェルトインソール

サイズ／フリー(22.0 ～ 28.0cm)
素　材／ポリエステル・ポリエチレン・EVA

M088-7749
防寒サーモインソール

表面の波形加工で
足に適度な刺激
表面の波形加工で
足に適度な刺激

サイズ／24.0～26.5cm、27.0cm、28.0cm
素　材／ポリ塩化ビニリデン（サラン）・指定外繊維（サンバーナー）

ポリエステル・活性炭

防寒サランソフトインソール

暖かい上に
サラッとして

履き心地ばつぐん !

暖かい上に
サラッとして

履き心地ばつぐん !

独立した空気層とカーボンの効果で
体温を熱源とする蓄熱効果!

かかとの
厚みは
約1cm!

かかとの
厚みは
約1cm!

参考上代 円（税抜)1,050

参考上代 円（税抜)1,320
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Insole
冬用インソール
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Insole
冬用インソール

宇宙服に使われる技術で
しっかり保温

フェルトの暖かさと活性炭の
消臭力で、靴内快適!

セラミックシートの遠赤効果!繊維自体が吸湿発熱して温める
(東洋紡「エクス」使用）

参考上代 円（税抜)1,020

参考上代 円（税抜)1,440 参考上代 円（税抜)750

参考上代 円（税抜)1,620

サイズ／フリー(24.0～ 27.0cm)
素　材／ポリエステル・アクリル・ポリ塩化ビニリデン・

指定外繊維(アクリレート系繊維)

M068-2696
吸湿発熱ボアーインソール

汗を熱に変えるから
ムレ感が少ない!
抗菌・防臭

汗を熱に変えるから
ムレ感が少ない!
抗菌・防臭

  足裏ふんわり、
薄型タイプで
使いやすい

  足裏ふんわり、
薄型タイプで
使いやすい

サイズ／フリー(24.5～ 27.0cm)
素　材／綿・アクリル・ポリエステル（抗菌防臭加工）・塩化ビニリデン・

ポリエチレンスポンジ・CRスポンジ

#164
あったか楽歩サーモインソール

吸熱放熱性調温機能に優れた
技術 (蓄熱マイクロ加工剤 )を採用。
底冷えを防ぎ、一定の温度を保つ。
ムレを防ぐメッシュ構造で

靴の中は快適。

吸熱放熱性調温機能に優れた
技術 (蓄熱マイクロ加工剤 )を採用。
底冷えを防ぎ、一定の温度を保つ。
ムレを防ぐメッシュ構造で

靴の中は快適。

サイズ／フリー(24.0 ～ 27.0cm)
素　材／ナイロン・塩化ビニリデン

#516
遠赤外線インソール　男性用

サイズ／フリー(22.0～ 27.0cm)
素　材／ポリエステル・アクリル・活性炭シート

M050-6995
活性炭ポカポカインソール #12699

参考上代 円（税抜)900

参考上代 円（税抜)1,260

ウレタンフォームが足裏の形になじみ、
歩きやすく、足の負担を軽減!

吸湿発熱性繊維使用!

唐辛子カプサイシン入り!

活性炭の消臭効果!

参考上代 円（税抜)750

参考上代 円（税抜)1,470

サイズ／フリー(22.0 ～ 27.0cm)
素　材／アクリル・ポリエステル・低反発ウレタンフォーム

M098-64
モコモコインソール

サイズ／フリー(22.0～ 27.0cm)
カラー／グレー
素　材／ポリエステル・レーヨン・指定外繊維(アクリレート系繊維)・

SBR系ゴム

M050-8194
吸湿発熱消臭フェルトインソール

ボア素材が
暖かく
心地よい!

ボア素材が
暖かく
心地よい!

アクリレート系繊維サンバーナー

高機能消臭素材
デオメタフィＤが
靴中を即効消臭!

高機能消臭素材
デオメタフィＤが
靴中を即効消臭!

高機能消臭素材
デオメタフィＤが
靴中を即効消臭!

高機能消臭素材
デオメタフィＤが
靴中を即効消臭!

弾力性に優れたSBRゴムを張り合わせて
いるので適度なクッション性があり、歩
行時の衝撃をやわらげる。

サイズ／フリー(21.5 ～ 28.0cm)
素　材／羊毛（パイルウール）・活性炭・ポリエステル

#500
活性炭羊毛パイルウールインソール

パイルウール
100%で、暖かく
ソフトな履き心地

パイルウール
100%で、暖かく
ソフトな履き心地

サイズ／フリー(22.0～ 28.0cm)
素　材／PEフェルト・唐辛子・不織布

#36164
唐辛子フェルトインソール

唐辛子の辛味成分
カプサイシンは、
昔から保温効果が
あるとされています

唐辛子の辛味成分
カプサイシンは、
昔から保温効果が
あるとされています



冬用インソール

21 22

参考上代 円（税抜)1,080

参考上代 円（税抜)1,530

参考上代 円（税抜)1,200

2017 Fukutoku Insole

2017 Fukutoku Insole

Insole Insole
冬用インソール

靴中をサラサラポカポカに！
細菌を抑制し、不快なニオイを緩和

活性炭が靴内のイヤな
ニオイを抑える!

厚さが1cmもあるので
冷凍庫内の作業に最適!

お徳用3足組!

サイズ／フリー(22.0～ 28.0cm)
カラー／グレー
素　材／羊毛70％・合成繊維30％

#36165
極厚羊毛フェルトインソール 10mm

サイズ／フリー(21.5～ 28.0cm)
素　材／ポリエステル・天然ゴム・合成ゴム・活性炭

#408
ぽかっ子インソール

サイズ／フリー(22.0 ～ 28.0cm)
カラー／グレー
素　材／ポリエステル100％

M050-7283
ニードルフェルト抗菌中敷 3足組グレー

サイズ／フリー(22.0 ～ 28.0cm)
カラー／グレー
素　材／ポリエステル100％

M030-7051
北海道物語フェルト中敷 グレー

保温性だけでなく
クッション性、

通気性にも優れる!

保温性だけでなく
クッション性、

通気性にも優れる!

表面のポリエステルは
保温性バツグンでムレも防ぐ!
弾力性も優れ、足の疲れを

やわらげる!

表面のポリエステルは
保温性バツグンでムレも防ぐ!
弾力性も優れ、足の疲れを

やわらげる!

抗菌効果で
靴内快適!
抗菌効果で
靴内快適!

楽天レビューも
好評価!!

　暖かさバツグンで、
通気性にも優れる!

楽天レビューも
好評価!!

　暖かさバツグンで、
通気性にも優れる!

汗、水などの吸収性、
速乾性に優れる!

羊毛の風合いで保温力バツグン!

抗菌加工で靴の中を清潔に!

天然ウールで
自然な温かさと
ソフトな履き心地!

天然ウールで
自然な温かさと
ソフトな履き心地!

フェルト素材で
暖かさアップ!
フェルト素材で
暖かさアップ!

ソフトな
肌触りと
履き心地

ソフトな
肌触りと
履き心地

抗菌加工でいつも清潔!

サイズ／フリー(24.0 ～ 27.0cm)
素　材／ウール・天然ゴム・合成ゴム（抗菌剤入り）

#502
ゴールドウィンターインソール

サイズ／フリー(24.0～ 27.0cm)
素　材／ポリエステル・ポリ塩化ビニリデン

M060-2371
ティエードインソール 男性用

サイズ／フリー(21.5 ～ 27.0cm)
カラー／ホワイト
素　材／羊毛・合成繊維

#203
純毛フェルトポッカインソール

サイズ／フリー(21.0 ～ 27.0cm)
素　材／ポリエステル・抗菌剤

#15900
抗菌あったか中敷き

フリース素材なので
暖かく、サラン使用で
通気性、クッション性

も良い

フリース素材なので
暖かく、サラン使用で
通気性、クッション性

も良い

参考上代 円（税抜)360 参考上代 円（税抜)810

参考上代 円（税抜)450

参考上代 円（税抜)900

参考上代 円（税抜)900



参考上代 円（税抜)1,764
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2017 Fukutoku Insole

2017 Fukutoku Insole

Insole

ウールで快適！
長靴専用インソール

空気の層が底冷えを防ぐ!

長靴専用インソール!

サイズ／フリー(21.5～ 28.0cm)
カラー／グレー
素　材／ポリエステル・ポリプロピレン

#310
長靴用フェルトインソール

サイズ／フリー(24.0 ～ 27.0cm)
素　材／ポリエステル・塩化ビニリデン

#2586
AIR 防寒対策インソール

サイズ／フリー(22.0 ～ 28.0cm)
カラー／グレー
素　材／ポリエステル・ウール・レーヨン

M050-2221
is-fit 長靴軽快インソール グレー

自然の恵みを持って生まれた
素材であるウールは、繊維自体が
呼吸して湿気を調整する機能を
持っている。通気性に優れた
繊維構造なので爽やかで
快適な履き心地。

自然の恵みを持って生まれた
素材であるウールは、繊維自体が
呼吸して湿気を調整する機能を
持っている。通気性に優れた
繊維構造なので爽やかで
快適な履き心地。

活性炭が
足のニオイを消臭 !
ソフトな履き心地 !

活性炭が
足のニオイを消臭 !
ソフトな履き心地 !

ムレ対策に
効果的
ムレ対策に
効果的

2017 Fukutoku Insole
踏み抜き防止インソール

釘・ガラスなどの貫通防止に！踏み抜き防止インソール

約5mm厚のステンレス板使用

カカト部分のクッション効果で足への負担を軽減

参考上代 円（税抜)1,800
セーフティインソール
サイズ／24.5～27.0cm、28.0cm
カラー／グレー
素　材／（表面）ポリエステル　（本体）EVAスポンジ・0.5mmステンレス

M120-155（24.5）
M120-157（25.5）
M120-159（26.5）
M120-161（28.0）

M120-156（25.0）
M120-158（26.0）
M120-160（27.0）

JIS T 8101 耐踏貫性P 1100N(112.2kgf)
抗菌・防臭加工

軽く、柔らかく、洗える

手洗いできるから、いつも清潔

ステン板なしでJIS T 8101 耐踏貫性P 1100N以上性能を実現
軽い上に屈曲性があり、作業しやすい

サイズ／S（23.5～24.0）・M（24.5～25.0）・L（25.5～26.0）
LL（26.5～27.0）・3L（27.5～28.0）・4L（29.0～30.0）

カラー／ホワイト
素　材／ポリエステル・合成樹脂

SKA-106
踏み抜き防止中敷

is-fit 踏み抜き防止インソール
参考上代 円（税抜)1,500

参考上代 円（税抜)1,740

柔軟・軽量で歩きやすい

「エル・プロテクション」を使用

ステン板なしでJIS規格の耐踏み抜き規定に準ずる値をクリア
防弾ベスト生地製造メーカーの特殊ポリエステル生地積層材

サイズ／M（24.0～25.5）・L（26.0～27.0）・LL（27.5～30.0）
カラー／ホワイト
素　材／ポリエステル

M100-2065（M）
M100-2072（L）
M120-2089（LL）

冬用インソール

強力消臭素材「G－MAQ(R)」で
驚異の消臭力

肌触りが良く温かい
ボアフリース。
内層は立体メッシュ
構造で通気性が良い。

肌触りが良く温かい
ボアフリース。
内層は立体メッシュ
構造で通気性が良い。

サイズ／フリー(24.0～ 27.0cm)
カラー／グレー
素　材／ポリエステル・ポリ塩化ビニリデン・レーヨン・

テトロン・ナイロン・アクリル

#250
悪臭防衛隊ウインターインソール

参考上代 円（税抜)630

参考上代 円（税抜)900

参考上代 円（税抜)750




