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FOOTWEAR TRACK & FIELD

I-4
(3)

FOOTWEAR TRACK & FIELD
軽さとフィット性を徹底追求した新スケルトンアッパー構造を採用。日本代表選手使用のフラッグシップモデル。
クロノインクス

●バイオロック
（ダイニーマストラップ）
●ダイニーマテープ
ダイナマイト爆発時の防爆シートの材料としても使用される
超強力糸ダイニーマ。
そのダイニーマテープを採用することで
横ブレを防止する。
●ダイニーマシューレース
●CHRONO PLATE Type-NS
（New Sprint Type）
データシャワー理論に基づいたオールウェザートラック短距離
専用スパイクピン固定タイプの新しい高速安定プレート。
●セミラウンドソール
軽量でカカトがグラつきにくいソール。
●ダイナミックフットカンター
（D.F.C.）
プレートとヒールカウンターが一体となっており着地時のブレを
防ぎ踵の安定性を高める

CHRONO INX WR-A
®

8KM-102□□
¥26,250（本体¥25,000）
サイズ：03）24.0〜28.5cm、09）22.0〜29.0cm
10年12月発売予定

オールウェザートラック専用
短距離・ハードル用

8KM-10203
ブラック×シルバー

8KM-10209
オレンジ×ブラック

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂
●スパイクピン／固定式
（6mm）
●質量／約140g
（26.0cm片方）
●シューズ袋
（日本製）
付●日本製
※このシューズの底と甲被の接着には環境に配慮して水系接着剤を使用しています。
USP6061931、6701644、特許3602734、3072037、3218179、2872938

ハードなトラックレースを微細に解析して生まれた中・長距離専用ソール採用。
クロノディスト

●ダイニーマテープ
●ダイニーマシューレース
●ソフィスタ
吸汗速乾機能に優れた軽量で通気性の高い
ダブルラッセルメッシュ。
●CHRONO PLATE Type-L
（Long Distance Type）
データシャワー理論に基づいた屈曲性の高いオールウェザー
専用スパイクピン固定タイプの中・長距離専用ソール。
●フラットソール
●G3ソール
（フロント、
ヒール）
●エキスパートラスト
内甲にゆとりを持たせたマラソン、駅伝用シューズと同じ
長距離に適したラスト。

CHRONO DIST LD-A
®

8KM-103□□
¥19,425（本体¥18,500）
サイズ：22.0〜28.5cm
11年1月発売予定

オールウェザートラック専用
中・長距離用

8KM-10362
ホワイト×レッド

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂
●スパイクピン／固定式
（2.5mm）
●質量／約130g
（26.0cm片方）
●シューズ袋
（日本製）
付●日本製
※このシューズは環境に配慮してソールを生産する際に使用する金型を再利用しています。
特許3072037、3218179、意匠991111

末續選手の走行データを解析して生まれたスプリンター専用スパイク。カーブでの接地感を追求した一足。
ジオ マッハ

●バイオロック
●GEO PLATE Type-NS
（New Sprint Type）
データシャワー理論に基づいたオールウェザートラック短距離
専用スパイクピン取り替えタイプの新しいプレート。
●ラウンドソール
軽量でカーブ走行時に身体を傾けても傾きにかかわらず
一定の接地感が得られるソール。
● メッシュシャークソール

GEO MACH SS-A
®

8KM-111□□
¥21,000（本体¥20,000）
サイズ：23.0〜28.5cm
11年1月発売予定

オールウェザートラック専用
短距離用

8KM-11127
ホワイト×ブルー

●甲材／人工皮革●底材／合成樹脂
●スパイクピン／8ZA-128
（8mm）
、固定式
（6mm・4mm）
●レンチ／8ZA-116●質量／約165g
（26.0cm片方）
●シューズ袋
（中国製）
付●中国製
※このシューズは環境に配慮してソールを生産する際に使用する金型を再利用しています。
USP6289608、USP6393732、USP6748675、特許3542756、特許3831686、特許3867054、
特許4038391
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進化した超軽量スプリントスパイク。軽さと剛性を兼ね備えた新プレート搭載。
ジオ サイレンサー

●バイオロック
●GEO PLATE Type-NA
（New All Round Type）
データシャワー理論に基づいた軽量で屈曲性の高い新プレート。
●セミラウンドソール

GEO SILENCER MX-A
®

8KM-112□□
¥19,950（本体¥19,000）
サイズ：22.0〜28.5cm
11年2月発売予定

オールウェザートラック専用
短距離・ハードル用

8KM-11262
ホワイト×レッド

8KM-11209
オレンジ×ブラック

●甲材／人工皮革、合成繊維●底材／合成樹脂
●スパイクピン／8ZA-128
（8mm）
、固定式
（6mm、4mm）
●レンチ／8ZA-116●質量／約140g
（26.0cm片方）
●シューズ袋
（中国製）
付●中国製
※このシューズは環境に配慮してソールを生産する際に使用する金型を再利用しています。
特許3072037、3218179

軽さと剛性を兼ね備えた新プレート搭載。中距離まで対応するスプリントモデル。
ジオ スナイパー

●バイオロック
●GEO PLATE Type-NA
（New All Round Type）
●セミラウンドソール
●足の小さい選手のために22.0cmから対応。
●足の大きい選手のために30.0cmまで対応。

GEO SNIPER AX-A
®

8KM-114□□
¥19,950（本体¥19,000）
サイズ：22.0〜30.0cm
11年2月発売予定

オールウェザートラック専用
短・中距離・ハードル用

8KM-11409
ホワイト×ブラック

●甲材／人工皮革、合成繊維●底材／合成樹脂
●スパイクピン／8ZA-128
（7mm）
、固定式
（6mm、4mm）
●レンチ／8ZA-116●質量／約165g
（26.0cm片方）
●シューズ袋
（中国製）
付●中国製
※このシューズは環境に配慮してソールを生産する際に使用する金型を再利用しています。
特許3072037、3218179

屈曲性の高いエキスパートラストと長距離走行データを解析したピン配列。
ジオ スプラッシュ

●リサイクルメッシュ
●GEO PLATE Type-M
（Middle Distance Type）
データシャワー理論に基づいた屈曲性の高い
オールウェザートラック専用スパイクピン取り替えタイプの
中・長距離専用プレート。
●メッシュシャークソール
●エキスパートラスト

GEO SPLASH LX-A
®

8KM-113□□
¥18,375（本体¥17,500）
サイズ：22.5〜28.0cm
10年12月発売予定

オールウェザートラック専用
中・長距離用

8KM-11309
オレンジ×ブラック
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●甲材／合成繊維
（リサイクル）
、人工皮革●底材／合成樹脂
●スパイクピン／8ZA-128
（7mm）
、固定式
（2.5mm）
●レンチ／8ZA-116●質量／約140g
（26.0cm片方）
●シューズ袋
（中国製）
付●中国製
※このシューズは環境に配慮してソールを生産する際に使用する金型を再利用しています。
特許3072037、3218179

FOOTWEAR TRACK & FIELD
新3本ベルト構造で走行時のパワーロスを軽減。新ロングプレートで反発性と安定性を増したスプリントモデル。
シティウス ジャパン

●バイオロック
●CITIUS JAPAN PLATE Type-NA
（New All Round Type）
データシャワー理論に基づいたオールウェザートラック、
アンツーカトラック兼用スパイクピン取り替えタイプの
オールラウンドな種目に対応した新プレート。
●セミラウンドソール
●足の大きい選手のために29.0cmまで対応。

CITIUS JAPAN SR-A
®

8KM-121□□
¥15,750（本体¥15,000）
サイズ：22.0〜29.0cm
11年1月発売予定

オールウェザー・アンツーカ（土）兼用
短距離・ハードル用

8KM-12127
ホワイト×ブルー

8KM-12101
レッド×ホワイト

●甲材／人工皮革●底材／合成樹脂
●スパイクピン／8ZA-128
（8mm）
、固定式
（5mm）
●レンチ／8ZA-116●質量／約180g
（26.0cm片方）
●シューズ袋
（中国製）
付●中国製
※このシューズは環境に配慮してソールを生産する際に使用する金型を再利用しています。
特許3072037、3218179

軽さとフィット性に優れたエクセーヌ素材を採用した中・長距離モデル。
シティウス ジャパン

●リサイクルクールプラスメッシュ
●CITIUS JAPAN PLATE Type-L
（Long Distance Type）
屈曲性の高いオールウェザートラック、
アンツーカトラック兼用
スパイクピン取り替えタイプの中・長距離専用プレート。
●エキスパートラスト
●足の小さい選手のために、22.0cmから対応。

CITIUS JAPAN LR-A
®

8KM-123□□
¥16,275（本体¥15,500）
サイズ：22.0〜28.5cm
10年12月発売予定

オールウェザー・アンツーカ（土）兼用
中・長距離用

8KM-12309
ホワイト×ブラック

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂
●スパイクピン／8ZA-128
（7mm）
、固定式
（2.5mm）
●レンチ／8ZA-116●質量／約160g
（26.0cm片方）
●シューズ袋
（中国製）
付●中国製
※このシューズは環境に配慮してソールを生産する際に使用する金型を再利用しています。
特許3072037、3218179

長めのプレートとカーブをしっかり蹴れる
「丸いソール」を採用。短距離機能を追求したスプリントモデル。
スコープ ダッシュ

●バイオロック
●SCOPE PLATE Type-NA
（New All Round Type）
●ラウンドソール
●メッシュシャークソール

SCOPE DASH GA
®

8KM-132□□
¥13,650（本体¥13,000）
サイズ：23.0〜28.5cm
11年1月発売予定

オールウェザー・アンツーカ（土）兼用
短距離・ハードル用

8KM-13209
ホワイト×ブラック

●甲材／人工皮革●底材／合成樹脂
●スパイクピン／8ZA-114
（12mm）
●アタッチメント／8ZA-139
（保護用）
●レンチ／8ZA-116
●ピンカバー／8ZA-115●質量／約190g
（26.0cm片方）
●シューズ袋
（中国製）
付●中国製
※このシューズは環境に配慮してソールを生産する際に使用する金型を再利用しています。
USP6205681、特許3238129、USP6289608、USP6393732、特許3542756、特許4043450

中級者へレベルアップするために搭載された数々のサポート機能。走り幅跳びにも対応するオールラウンドモデル。
スコープ レイザー

●バイオロック
●SCOPE PLATE Type-A
（All Round Type）
データシャワー理論に基づいた屈曲性の高い
オールウェザートラック、
アンツーカトラック兼用スパイクピン
取り替えタイプのオールラウンドな種目に対応したプレート。
●セミラウンドソール
●メッシュシャークソール
●走り幅跳びにも対応可能。

SCOPE LASER RA
®

8KM-135□□
¥13,125（本体¥12,500）
サイズ：22.0〜28.5cm
10年12月発売予定

オールウェザー・アンツーカ（土）兼用
オールラウンド・走幅跳用

8KM-13527
ホワイト×ブルー

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂
●スパイクピン／8ZA-114
（12mm）
●アタッチメント／8ZA-139
（保護用）
●レンチ／8ZA-116
●ピンカバー／8ZA-115●質量／約210g
（26.0cm片方）
●シューズ袋
（中国製）
付●中国製
特許3072037、3218179
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アッパー構造を一から見直し、
フィッティングをさらに高めた初・中級者モデル。
アルシオーネ

●SHORT PLATE Type-A
（All Round Type）
●足の小さい選手のために、21.0cmから対応。
●足の大きい選手のために、29.0cmまで対応。
●走り幅跳びにも対応可能。

ALCYONE FA
®

8KM-145□□
¥9,345（本体¥8,900）
サイズ：09）21.0〜29.0cm、27）22.0〜28.5cm

オールウェザー・アンツーカ（土）兼用
オールラウンド・走幅跳用

11年2月発売予定

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●スパイクピン／8ZA-114
（12mm）
●アタッチメント／8ZA-139
（保護用）
●レンチ／8ZA-116
●ピンカバー／8ZA-115●質量／約215g
（26.0cm片方）
●シューズ袋
（中国製）
付●中国製

8KM-14527
ホワイト×ブルー

8KM-14509
ホワイト×ブラック

※このシューズは環境に配慮してソールを生産する際に使用する金型を再利用しています。
USP6289608、USP6393732、USP6748675、特許3542756、特許3831686、特許3867054、
特許4038391

フィッティングをさらに高めたアルシオーネのワイドモデル。
アルシオーネ

●SHORT PLATE Type-A
（All Round Type）
●ワイドラスト
●足の大きい選手のために、30.0cmまで対応。
●走り幅跳びにも対応可能。

ALCYONE FA WIDE
®

8KM-146□□
¥9,345（本体¥8,900）
サイズ：24.0〜29.0、30.0cm
11年2月発売予定

オールウェザー・アンツーカ（土）兼用
オールラウンド・走幅跳用

8KM-14614
ホワイト×ネイビー

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●スパイクピン／8ZA-114
（12mm）
●アタッチメント／8ZA-139
（保護用）
●レンチ／8ZA-116
●ピンカバー／8ZA-115●質量／約215g
（26.0cm片方）
●シューズ袋
（中国製）
付●中国製
※このシューズは環境に配慮してソールを生産する際に使用する金型を再利用しています。
USP6205681、特許3238129、USP6289608、USP6393732、特許3542756、特許4043450

屈曲性の高い、短い「安全設計」プレートで身体への負担を軽減。初・中級者向けモデル。
アルシオーネ

●SHORT PLATE Type-A
（All Round Type）
●走り幅跳びにも対応可能。

ALCYONE FJ
®

8KM-945□□
¥9,240（本体¥8,800）
サイズ：22.5〜28.0cm
オールウェザー・アンツーカ（土）兼用
オールラウンド・走幅跳用

●甲材／合成繊維、人工皮革 ●底材／合成樹脂、
ゴム
●スパイクピン／8ZA-114（12mm）●アタッチメント／8ZA-139（保護用）
●レンチ／8ZA-116 ●ピンカバー／8ZA-115
●質量／約215g
（26.0cm片方）●シューズ袋
（中国製）
付 ●中国製

8KM-94527
ホワイト×ブルー

※このシューズは環境に配慮してソールを生産する際に使用する金型を再利用しています。
USP6289608、USP6393732、USP6748675、特許3542756、特許3831686、特許3867054、
特許4038391

軽さとフィット性を兼ね備えた新アッパー構造を採用。足裏の感覚を研ぎ澄ませるためのスプリントトレーニングモデル。
ビルト スプリント

●バイオロック
●薄底フラットソール

BUILT SPRINT AC
®

8KT-146□□
¥12,600（本体¥12,000）
サイズ：24.0〜28.5cm
10年12月発売予定

スプリント・ドリル・トレーニング用

8KT-14601
レッド／ブラック×ホワイト

●甲材／人工皮革●底材／合成樹脂 、
ゴム
●質量／約190g
（26.0cm片方）
●シューズ袋
（中国製）
付●中国製

スムーズな体重移動とフラット接地を可能にする万能トレーニングモデル。冬季中の動き作りに最適な一足。
ビルト トレーナー

●APソックライナー
●X10
（ヒール）
●ダイニーマテープ
●厚底フラットソール

BUILT TRAINER ST-A
®

8KT-161□□
¥15,750（本体¥15,000）
サイズ：23.0〜29.0cm
10年12月発売予定

スプリント・ドリル・サーキットトレーニング用
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8KT-16109
オレンジ×ブラック

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約270g
（26.0cm片方）
●シューズ袋
（日本製）
付
●日本製

FOOTWEAR TRACK & FIELD
世界で活躍するトップアスリート実績の軽量モデル。ホールド性とサポート性が高い一足。
フィールド ジオ

●バイオロック
●ダイニーマテープ
●ダイニーマシューレース
●三軸織物
●GEO PLATE Type-J
（Jump Type）
●セミフラットソール
●D.R.Cシャークスキン

FIELD GEO LJ-U
®

8KM-051□□
¥22,050（本体¥21,000）
サイズ：23.0〜29.0cm

オールウェザーフィールド専用

走幅跳専用

●甲材／合成繊維
（三軸織物）
、人工皮革●底材／合成樹脂
●スパイクピン／8ZA-118
（9mm）
●レンチ／8ZA-116
●質量／約210g
（26.0cm片方）
●シューズ袋
（日本製）
付●日本製

8KM-05162
ホワイト×レッド

※このシューズは環境に配慮してソールを生産する際に使用する金型を再利用しています。
USP6289608、USP6393732、USP6748675、特許3542756、特許3831686、特許3867054、
特許4038391

優れた安定性と爆発力を誇るジャンプ専用モデル。ホールド性とサポート性が高い一足。
フィールド ジオ

●バイオロック
●ダイニーマテープ
●ダイニーマシューレース
●三軸織物
●GEO PLATE Type-J
（Jump Type）
●フラットソール

FIELD GEO AJ-U
®

8KM-052□□
¥22,050（本体¥21,000）
サイズ：23.0〜29.0cm

オールウェザーフィールド専用
走幅跳・三段跳・棒高跳専用

8KM-05214
ホワイト×ネイビー

●甲材／合成繊維
（三軸織物）
、人工皮革●底材／合成樹脂
●スパイクピン／8ZA-118
（9mm）
●レンチ／8ZA-116
●質量／約230g
（26.0cm片方）
●シューズ袋
（日本製）
付●日本製
※このシューズは環境に配慮してソールを生産する際に使用する金型を再利用しています。
USP6205681、特許3238129、USP6289608、USP6393732、特許3542756、特許4043450

左右アシンメトリー形状。ヒールホールディングシステムが跳躍時の衝撃を軽減。
フィールド ジオ

●ヒールホールディングシステム
（バイオロック）
●アシンメトリー設計
踏み切り足＜ベルトタイプのローカット＞、振り上げ足＜ローカット＞の
アシンメトリーなデザイン。踏み切りによる三角じんたいの伸びをガー
ドするとともに、ホールド性を高め、踏み切り時のパワーロスを防ぐ。
●ダイニーマテープ
●ダイニーマシューレース

FIELD GEO HJ-E
®

8KM-853□□
¥24,150（本体¥23,000）
サイズ：24.0〜29.0cm（左足踏切）
24.0R〜29.0Rcm（右足踏切）

オールウェザーフィールド専用

走高跳専用

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂
●スパイクピン／8ZA-118
（9mm）
●レンチ／8ZA-116
●質量／約285g
（26.0cm片方）
●シューズ袋
（日本製）
付●日本製

8KM-85327
ホワイト×スタッカートGブルー

※このシューズは環境に配慮してソールを生産する際に使用する金型を再利用しています。
USP6205681、特許3238129、USP6289608、USP6393732、特許3542756、USP6219939、
特許3308482、USP6311414、特許4043450

爆発的なパワーとスピードを発揮するアシンメトリー設計。ヤリ投げ専用モデル。
フィールド ジオ

●ヒールホールディングシステム
（バイオロック）
●アシンメトリー設計
（左足ハイカット、右足ローカット）
●ダイニーマテープ
●ダイニーマシューレース
●三軸織物
●GEO PLATE Type-JT
（Javelin Throw Type）

FIELD GEO JT-J
®

8KM-954□□
¥24,150（本体¥23,000）
サイズ：24.0〜29.0cm

オールウェザーフィールド専用
ヤリ投専用

8KM-95462
ホワイト×レッド

●甲材／合成繊維
（三軸織物）
、人工皮革●底材／合成樹脂
●スパイクピン／8ZA-118
（11mm）
●レンチ／8ZA-116
●質量／約310g
（26.0cm片方）
●シューズ袋
（日本製）
付●日本製
※このシューズは環境に配慮してソールを生産する際に使用する金型を再利用しています。
USP6205681、特許3238129、USP6289608、USP6393732、特許3542756、特許4043450

待望の走高跳、ヤリ投げ兼用タイプ。初、中級者にも安心の耐久性に優れたモデル。混成選手にも最適。
フィールド パワー

●バイオロック
●POWER PLATE Type-HJ
（High Jump and JavelinThrow）
ミッドソールをフラットにすることで走高跳、ヤリ投げの
どちらにも対応させた新ソール 。

FIELD POWER JH-U
®

8KM-059□□
¥15,750（本体¥15,000）
サイズ：23.0〜28.0cm

オールウェザー・アンツーカ（土）兼用
走高跳・ヤリ投専用

8KM-05909
ホワイト×ブラック

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂
●スパイクピン／8ZA-118
（9mm）
●レンチ／8ZA-116
●質量／約240g
（26.0cm片方）
●シューズ袋
（中国製）
付●中国製
※このシューズは環境に配慮してソールを生産する際に使用する金型を再利用しています。
USP6205681、特許3238129、USP6289608、USP6393732、特許3542756、特許4043450

I-9
※(8)

静 から 動 への動きの安定感を高めるクリアフラットソール採用モデル。
フィールド ジオ

●ダイニーマテープ
●ダイニーマシューレース
●三軸織物
●GEO SOLE Type-FT
（Flat Type）
底面が平らで、安定感の高いソール。
主に砲丸投げ、円盤投げ向き。
●X10

FIELD GEO FT-J
®

8KH-958□□
¥16,275（本体¥15,500）
サイズ：25.5〜29.0、30.0cm

スローイング専用
●甲材／合成繊維
（三軸織物）
、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約280g
（26.0cm片方）
●シューズ袋
（中国製）
付●中国製
※このシューズは環境に配慮してソールを生産する際に使用する金型を再利用しています。
USP6289608、USP6393732、USP6748675、特許3542756、特許3831686、特許3867054、
特許4038391

8KH-95862
ホワイト×レッド

回転時のブレを抑えるために三軸織物とダイニーマテープを採用したハイスペックモデル。
フィールド ジオ

●ダイニーマテープ
●ダイニーマシューレース
●三軸織物
●GEO SOLE Type-RD
（Round Type）
底面が丸く、回転がしやすいソール。
主にハンマー投げ、円盤投げ向き。

FIELD GEO RD-A
®

8KH-156□□
¥17,325（本体¥16,500）
サイズ：24.0〜29.0、30.0cm
11年3月発売予定

スローイング専用
●甲材／合成繊維
（三軸織物）
、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約310g
（26.0cm片方）
●シューズ袋
（中国製）
付●日本製

8KH-15627
ホワイト×ブルー

※このシューズは環境に配慮してソールを生産する際に使用する金型を再利用しています。
USP6205681、特許3238129、USP6289608、USP6393732、特許3542756、特許4043450

ホールド感を高めるストラップ。コストパフォーマンスの高いスローイング専用モデル。
フィールド ジオ

●バイオロック
●GEO SOLE Type-RD
（Round Type）
履きやすさを考慮した初級者モデル。
砲丸投げ、円盤投げ、ハンマー投げに対応。

FIELD GEO TH-A
®

8KH-157□□
¥10,290（本体¥9,800）
サイズ：23.0〜29.0cm
11年3月発売予定

スローイング専用
●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約300g
（26.0cm片方）
●シューズ袋
（中国製）
付●中国製

8KH-15709
ホワイト×ブラック

※このシューズは環境に配慮してソールを生産する際に使用する金型を再利用しています。
USP6205681、特許3238129、USP6289608、USP6393732、特許3542756、特許4043450

消防操法に向いたホールド性、
グリップ性の高い高機能モデル。
●バイオロック
●G3-DR
（フロント）
●X10
（ヒール）
●カップインソール
●ダブルラッセルメッシュ
●ワイドラスト

ファイアー クルー

FIRE CREW RJ
®

8KT-949□□
¥9,975（本体¥9,500）
サイズ：22.5〜29.0cm

消防操法用

8KT-94903
ネイビー／オレンジ×シルバー

アッパーに天然皮革を使用したベルトタイプ。

アッパーに天然皮革を使用したシューレースタイプ。

レーシングスター

レーシングスター

RACING STAR BT

RACING STAR ST

8KT-620□□
¥19,950（本体¥19,000）
サイズ：23.0〜29.0、30.0cm

8KT-610□□
¥19,950（本体¥19,000）
サイズ：23.0〜29.0、30.0cm

●X10
（ヒール）
●マイルドクッションカップインソール
・シューズ袋
（日本製）
付

●X10
（ヒール）
●マイルドクッションカップインソール
・シューズ袋
（日本製）
付

®

●甲材／天然皮革
（カンガルー＋牛革）
●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約280g
（26.0㎝片方）
●日本製

I-10
※(9)

●甲材／合成繊維、人工皮革
●底材／合成樹脂、
ゴム●質量／約230g
（26.0cm片方）
●中国製

※このシューズは環境に配慮してソールを生産する際に使用する金型を再利用しています。
特許4076704

®

8KT-62014
ホワイト×ネイビー

●甲材／天然皮革
（カンガルー＋牛革）
●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約290g
（26.0㎝片方）
●日本製
※このシューズは環境に配慮してソールを生産する際に使用する金型を再利用しています。
特許4076704

8KT-61062
ホワイト×レッド

I-11
(10)

I-12
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FOOTWEAR EXPERT

駅伝用軽量モデル。優れたグリップ性と屈曲性でスピード機能が充実。
ウエーブ エキデン

●パラレルウエーブ
●スムーズライド
●G3ソール
（フロント・ヒール）
●AP+
（エーピープラス）
ミッドソール
●MIZUNO INTERCOOL
●リサイクルクールプラス

WAVE EKIDEN SU
Ⓡ

8KR-030□□
¥15,225（本体¥14,500）
サイズ：22.0〜29.0㎝

APプラスミッドソール
AP素材に「反発性」
と
「耐久性」がプラス。

8KR-03009
ホワイト×ブラック

●甲材／合成繊維
（リサイクル）
、人工皮革●底材／合成樹脂
●質量／約130g
（26.0㎝片方）
●中国製

8KR-03003
ブラック／イエロー×シルバー

高反発APミッドソールがパワーロスを抑え、走りのリズムを乱さない軽量モデル。
フラッグシップ

※このシューズのメッシュには環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
特許3072037、3218179、4031482

進化したG3ソールでグリップ性向上。クッション性も兼ね備えたスタンダードモデル。
ウエーブ クルーズ

FLAGSHIP PU

WAVE CRUISE GU

Ⓡ

Ⓡ

8KR-010□□
¥11,025（本体¥10,500）
サイズ：22.0〜28.5㎝

8KR-000□□
¥16,275（本体¥15,500）
サイズ：22.5〜29.0㎝

●G3ソール
（フロント）
●APミッドソール
●リサイクルクールプラス

●パラレルウエーブ
●スムーズライド
●G3ソール
（フロント・ヒール）
●APミッドソール
●MIZUNO INTERCOOL
●ダイニーマテープ
●ダイニーマシューレース
●ソフィスタ

8KR-01009
ホワイト×ブラック／ピンク

●甲材／合成繊維
（リサイクル）
、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約130g
（26.0㎝片方）
●中国製

8KR-01062
ホワイト×レッド／ブラック

※このシューズのメッシュには環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
特許3072037

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂
●質量／約140g
（26.0㎝片方）
●質量／約140g
（26.0cm片方）
●日本製

8KR-00062
ホワイト×レッド

※このシューズの底と甲被の接着には環境に配慮して水系接着剤を使用しています。、
特許3072037、特許3218179、特許4031482、特許3072037、3218179、4031482

濡れた路面でも大活躍、優れたグリップ力のウェットトラクションソール搭載トップモデル。

軽量で屈曲性の高いG3ソールを搭載したコストパフォーマンスモデル。

ウエーブ クルーズ

ウエーブ クルーズ

WAVE CRUISE WT-AU

WAVE CRUISE DU

Ⓡ

Ⓡ

8KR-001□□
¥15,750（本体¥15,000）
サイズ：22.5〜28.5㎝

8KR-002□□
¥13,650（本体¥13,000）
サイズ：22.5〜28.5㎝

●パラレルウエーブ ●スムーズライド
●ウェットトラクションソール
（フロント）
濡れた路面でも高いグリップ力を発揮する
意匠を採用したアウトソール。
●G3ソール
（ヒール） ●APミッドソール
●MIZUNO INTERCOOL
●ソフィスタ
●ダイニーマテープ
●ダイニーマシューレース

●パラレルウエーブ
●スムーズライド
●G3ソール
（フロント・ヒール）
●APミッドソール
●MIZUNO INTERCOOL
●リサイクルクールプラス

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂
●質量／約160g
（26.0㎝片方）
●日本製
※このシューズの底と甲 被の接 着には環 境に配 慮して水 系 接 着 剤を使 用しています。
USP3072037、3218179、4031482

8KR-00114
ホワイト×ネイビー

●甲材／合成繊維
（リサイクル）
、人工皮革●底材／合成樹脂
●質量／約150g
（26.0㎝片方）
●中国製

8KR-00262
ホワイト×レッド

※このシューズのメッシュには環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP3072037、3218179、4031482

I-13
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FOOTWEAR RACING

I-14
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FOOTWEAR RACING

ランニングオーラを纏った、極上シューズ。
ウエーブ スペーサー

●パラレルウエーブ
（コンポジットタイプ）
●G3ソール
●リサイクルクールプラス
●ダイニーマテープ
●ダイニーマシューレース
●AP+
（エーピープラス）
ミッドソール
●スムーズライド

WAVE SPACER AURA
Ⓡ

8KS-101□□
¥15,750（本体¥15,000）
サイズ：24.5〜28.5cm
11年1月発売予定

フルマラソン2:30〜3:30のランナー
接地時間の短いスピード感を好むランナー

8KS-10199
レッド×オーラ

●甲材／合成繊維
（リサイクル）
、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約165g
（26.0cm片方）
●日本製
USP6289608、6205681、特許3072037、3238129、4076704

軽量、
グリップ、
フィット感を極めた、日本製エリートモデル。
ウエーブ スペーサー

WAVE SPACER GL-J
Ⓡ

8KS-100□□
¥15,750（本体¥15,000）
005□□
サイズ：22.5〜28.5㎝

11年1月発売予定

●パラレルウエーブ
（コンポジットタイプ）
●G3ソール
●リサイクルクールプラス
●ダイニーマテープ
●ダイニーマシューレース
●AP＋
（エーピープラス）
ミッドソール
●スムーズライド

フルマラソン2:30〜3:30のランナー
接地時間の短いスピード感を好むランナー

8KS-00535
ホワイト×グリーン

8KS-10027
ホワイト×ブルー

●甲材／合成繊維
（リサイクル）
、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約165g
（26.0㎝片方）
●日本製
※このシューズの底と甲被の接着には環境に配慮して水系接着剤を使用しています。、
USP6289608、6205681、特許3072037、3238129、4076704

加速革命は終わらない。ダイナモーションフィットを搭載し、
さらにフィット感を追求。
ウエーブ スペーサー

●パラレルウエーブ
（コンポジットタイプ）
●G3ソール
●リサイクルクールプラス
●カップインソール
●AP+
（エーピープラス）
ミッドソール
●ダイナモーションフィット
●ジェンダーエンジニアリング
（男女異設計）
●スムーズライド

WAVE SPACER AR 2
Ⓡ

8KS-110□□
¥13,650（本体¥13,000）
サイズ：24.5〜28.5cm
10年12月発売予定

フルマラソン2:30〜3:30のランナー
接地時間の短いスピード感を好むランナー

8KS-11050
ホワイト×ゴールド

8KS-11009
オレンジ×ブラック

●甲材／合成繊維
（リサイクル）
、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約190g
（26.0cm片方）
●中国製
※このシューズのメッシュには環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6289608、6205681、特許3072037、3238129、4076704

I-15
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文句なしのスピード感。あなたの走りに 加速革命 を。
ウエーブ スペーサー

●パラレルウエーブ
（コンポジットタイプ）
●G3ソール
●リサイクルクールプラス
●カップインソール
●ジェンダーエンジニアリング
（男女異設計）
●AP＋
（エーピープラス）
ミッドソール
●スムーズライド

WAVE SPACER AR
Ⓡ

8KS-015□□
¥13,650（本体¥13,000）
サイズ：24.5〜28.5㎝

フルマラソン2:30〜3:30のランナー
接地時間の短いスピード感を好むランナー

8KS-01562
ホワイト×レッド

8KS-01553
ホワイト／ブラック×オレンジ

●甲材／合成繊維
（リサイクル）
、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約185g
（26.0㎝片方）
●中国製
※このシューズのメッシュには環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6289608、6205681、特許3072037、3238129、4076704

ストレッチメッシュが幅広の足もサポート。あなたにはあなたの加速革命を。
ウエーブ スペーサー

WAVE SPACER AR 2 WIDE
Ⓡ

8KS-112□□
¥13,650（本体¥13,000）
サイズ：24.5〜28.5cm

●レーシングワイドラスト
ボールガース部が通常モデルより6mm広く設計されています。
（3E相当）
※8KS-110と同じ機能が搭載されています。

10年12月発売予定

ワイドな足入れを好むランナー
フルマラソン2:30〜3:30のランナー
接地時間の短いスピード感を好むランナー

8KS-11209
ホワイト×ブラック

●甲材／合成繊維
（リサイクル）
、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約190g
（26.0cm片方）
●中国製
※このシューズのメッシュには環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6289608、6205681、特許3072037、3238129、4076704

足幅の広いあなたにはワイドモデルで 加速革命 を。
ウエーブ スペーサー

WAVE SPACER AR WIDE
Ⓡ

8KS-017□□
¥13,650（本体¥13,000）
サイズ：24.5〜28.5㎝

●レーシングワイドラスト
ボールガース部が通常モデルより6㎜広く設計されています。
（3E相当）
※8KS-015と同じ機能が搭載されています。

ワイドな足入れを好むランナー
フルマラソン2:30〜3:30のランナー
接地時間の短いスピード感を好むランナー

8KS-01703
ホワイト／ブラック×シルバー

●甲材／合成繊維
（リサイクル）
、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約185g
（26.0㎝片方）
●中国製
※このシューズのメッシュには環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6289608、6205681、特許3072037、3238129、4076704

新生イダテンは、神っ！軽く、
クッションが良く、足に合う。
ウエーブ イダテン

●パラレルウエーブ
●カップインソール
●AP+
（エーピープラス）
ミッドソール
●スムーズライド

WAVE IDATEN GR
Ⓡ

8KS-140□□
¥10,395（本体¥9,900）
サイズ：09）23.0〜28.5cm
27）22.0〜29.0、30.0cm
10年12月発売予定

部活動のラントレ
フルマラソン3：30〜4：00のランナー
接地時間の短いスピード感を好むランナー

I-16
※(15)

8KS-14027
ホワイト×ブルー

8KS-14009
ホワイト／レッド×ブラック

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約220g
（26.0cm片方）
●中国製
※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を削減する工程を
採用しています。USP6289608、6205681、
特許3072037、3238129、4076704

FOOTWEAR RACING
柔軟で軽量がいいならウエーブイダテン。耐久性も高くトレーニングに
「もってこい」
ウエーブ イダテン

●パラレルウエーブ
●カップインソール
●スムーズライド
●APミッドソール

WAVE IDATEN 5
Ⓡ

8KS-045□□
¥10,395（本体¥9,900）
サイズ：24.5〜28.5㎝

フルマラソン3:30〜4:00のランナー
接地時間の短いスピード感を好むランナー
部活動のラントレ

8KS-04526
ホワイト×ブルー

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約230g
（26.0㎝片方）
●中国製
※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を削減する工程を
採用しています。USP6289608、6205681、特許3072037、3238129、4076704

新生イダテンのフィット感は神っ！WIDEは必須です。
ウエーブ イダテン

●レーシングワイドラスト
ボールガース部が通常モデルより6mm広く設計されています。
（3E相当）
※8KS-140と同じ機能が搭載されています。

WAVE IDATEN GR WIDE
Ⓡ

8KS-142□□
¥10,395（本体¥9,900）
サイズ：24.5〜28.5cm
10年12月発売予定

部活動のラントレ
フルマラソン3:30〜4:00のランナー
接地時間の短いスピード感を好むランナー

8KS-14209
ホワイト／ブルー×ブラック

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約220g
（26.0cm片方）
●中国製
※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を削減する工程を
採用しています。USP6289608、6205681、特許3072037、3238129、4076704

柔軟かつ軽量なウエーブイダテン。足幅の広いランナーは注目。
ウエーブ イダテン

●レーシングワイドラスト
ボールガース部が通常モデルより6㎜広く設計されています。
（3E相当）
※8KS-045と同じ機能が搭載されています。

WAVE IDATEN 5 WIDE
Ⓡ

8KS-047□□
¥10,395（本体¥9,900）
サイズ：24.5〜28.5㎝

フルマラソン3:30〜4:00のランナー
接地時間の短いスピード感を好むランナー
部活動のラントレ

8KS-04753
ホワイト×オレンジ

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約230g
（26.0㎝片方）
●中国製
※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を削減する工程を
採用しています。USP6289608、6205681、特許3072037、3238129、4076704

最近の学生さんは足が細い！SLIMタイプも、神っ！
ウエーブ イダテン

●スリムラスト
※8KS-140と同じ機能が搭載されています。

WAVE IDATEN GR SLIM
Ⓡ

8KS-144□□
¥10,395（本体¥9,900）
サイズ：22.5〜28.5cm
10年12月発売予定

部活動のラントレ
フルマラソン3:30前後のランナー
接地時間の短いスピード感を好むランナー

8KS-14462
ホワイト×レッド

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約220g
（26.0cm片方）
●中国製
※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を削減する工程を
採用しています。USP6289608、6205681、特許3072037、3238129、4076704

根強い人気のベルトタイプ。履きやすさが神っ！
ウエーブ イダテン

●クロスフィット
（バイオロック）
※8KS-140と同じ機能が搭載されています。

WAVE IDATEN GR CF
Ⓡ

8KS-143□□
¥10,395（本体¥9,900）
サイズ：23.0〜28.5cm
11年2月発売予定

部活動のラントレ
接地時間の短いスピード感を好むランナー
ベルトのフィット感を好むランナー

8KS-14350
ホワイト／ブラック×ブラック

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約230g
（26.0cm片方）
●中国製
※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を削減する工程を
採用しています。USP6289608、6205681、特許3072037、3238129、4076704
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サブスリーのためのフラットソール を極めた、
トップモデルの「サブスリー」。
ウエーブ サブスリー

●フルレングスウエーブ
（ファンシェイプドウエーブ／コンポジットタイプ）
●G3ソール
（フロント） ●スポンジラバーアウトソール
（フロント）
●リサイクルクールプラス ●フラットソール
●APミッドソール ●ダイニーマシューレース
●スムーズライド

WAVE SUB THREE GL
Ⓡ

8KS-035□□
¥15,645（本体¥14,900）
サイズ：25.0〜28.5㎝

フルマラソン2:30〜3:30のランナー
安定した接地感を好むランナー

8KS-03562
ホワイト×レッド

●甲材／合成繊維
（リサイクル）
、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約190g
（26.0㎝片方）
●日本製
※このシューズのメッシュには環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6289608、6205681、6219939、特許3072037、3238129

3時間30分のあなたに。後半落ちない「お守り」シューズ。
ウエーブ アミュレット

WAVE AMULET

11年2月発売予定

Ⓡ

8KS-025□□
¥13,650（本体¥13,000）
120□□
サイズ：24.5〜28.5cm

●ファンシェイプドウエーブ ●ダイナモーションフィット
●リサイクルクールプラス ●カップインソール
●スポンジラバーアウトソール ●ジェンダーエンジニアリング（男女異設計）
●AP+
（エーピープラス）
ミッドソール ●スムーズライド

フルマラソン3:30前後のランナー
レース後半、
タイムを落としたくないランナーに

8KS-02545
ブラック×イエロー

8KS-12003
ネイビー×シルバー

●甲材／合成繊維
（リサイクル）
、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約215g
（26.0cm片方）
●中国製
※このシューズのメッシュには環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6289608、6205681、
特許3072037、3238129、4076704

クッションと安定感が魅力の「お守り」シューズ、WIDEモデル。
ウエーブ アミュレット

WAVE AMULET WIDE
Ⓡ

11年2月発売予定

8KS-027□□
¥13,650（本体¥13,000）
122□□
サイズ：24.5〜28.5cm

●レーシングワイドラスト
標準ラストよりも6mm広いボールガース部。ゆとりをもたせた親指足先
まわりによって、よりゆったりしたフィット感をもたらします。
（3E相当）
※8KS-025と同じ機能が搭載されています。

フルマラソン3:30前後のランナー
レース後半、
タイムを落としたくないランナーに

8KS-02735
ホワイト×グリーン

8KS-12209
レッド×ブラック

●甲材／合成繊維
（リサイクル）
、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約215g
（26.0cm片方）
●中国製
※このシューズのメッシュには環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6289608、6205681、
特許3072037、3238129、4076704

ロードを駆け抜けるあなたへ。過去最高にカッコイイ、
リボルバー。
ウエーブ リボルバー

WAVE REVOLVER 4
Ⓡ

11年2月発売予定

8KS-055□□
¥10,395（本体¥9,900）
150□□
サイズ：24.5〜29.0cm

●ファンシェイプドウエーブ
●リサイクルダブルラッセルメッシュ
●フラットソール ●APミッドソール
●カップインソール ●スムーズライド

部活動のラントレ
10km〜20kmのロードレースを中心にしたランナー

8KS-05501
ブルー／ブラック×ホワイト

8KS-15050
レッド／ブラック×ゴールド

●甲材／合成繊維
（リサイクル）
、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約220g
（26.0cm片方）
●中国製
※このシューズのメッシュには環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6289608、6205681、6219939、
特許3072037、3238129

ミズノが本気で作った寒冷地用シューズ。雪が入りにくい。滑りにくい。履きやすい。
ウエーブ スペーサー スノー

●カップインソール
●パラレルウエーブ
●AP+
（エーピープラス）
ミッドソール
●寒冷地用ラバーソール
●寒冷地用カバー

WAVE SPACER SNOW
Ⓡ

8KS-037□□
¥14,490（本体¥13,800）
サイズ：23.0〜28.5㎝

雪道を走るランナーに
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8KS-03703
シルバー／レッド×シルバー

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／240g
（26.0㎝片方）
●中国製
USP6289608、6205681、特許3072037、3238129、4076704

FOOTWEAR RUNNING

I-19
(18)

FOOTWEAR RACE TRAINING
空気のように、かるく走ろう。
ウエーブ エアロ

WAVE AERO 9
Ⓡ

8KN-032□□
¥12,600（本体¥12,000）
サイズ：24.5〜28.5㎝

10年12月発売予定

●パラレルウエーブ
（コンポジットタイプ）
●ダイナモーションフィット
●スポンジラバーアウトソール
（フロント）
●コンフォートインソール
●ジェンダーエンジニアリング
（男女異設計）
●レーシングラスト
●APミッドソール
●スムーズライド

スピードを上げるトレーニングに
フルマラソンサブ4を目指すランナーのレース・トレーニングに

8KN-03227
ホワイト／ネイビー×ブルー

8KN-03209
オレンジ×ブラック

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約250g
（27.0㎝片方）
●中国製
USP6205681、6289608、6393732、特許3238129、3542756、4076704

空気のように、かるく走ろう。ゆったりとしたワイドタイプ。
ウエーブ エアロ

WAVE AERO 9 WIDE
Ⓡ

8KN-034□□
¥12,600（本体¥12,000）
サイズ：24.5〜28.5㎝

10年12月発売予定

●レーシングワイドラスト
ボールガース部が通常モデルより6mm広く設計されています。
（3E相当）
※8KN-032と同じ機能が搭載されています。

スピードを上げるトレーニングに
フルマラソンサブ4を目指すランナーのレース・トレーニングに

8KN-03456
ホワイト／ネイビー×イエロー

8KN-03462
ホワイト×レッド

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約250g
（27.0㎝片方）
●中国製
USP6205681、6289608、6393732、特許3238129、3542756、4076704

走力増強。長距離トレーニングするならLSD。
ウエーブ エルエスディー

WAVE LSD 3
Ⓡ

8KN-036□□
¥11,550（本体¥11,000）
サイズ：24.5〜28.5㎝

11年2月発売予定

●ファンシェイプドウエーブ
（コンポジットタイプ）
●ダイナモーションフィット
●スポンジラバーアウトソール
（フロント）
●スムーズライド
●コンフォートインソール
●レーシングラスト
●APミッドソール

長い距離を走り込むトレーニングに
フルマラソンサブ4を目指すランナーのレース・トレーニングに

8KN-03657
オレンジ／ブラック×シルバー

8KN-03656
ブラック／オレンジ×シルバー

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約270g
（27.0㎝片方）
●中国製
USP6289608、6205681、6393732、特許3238129、3542756、4076704

走力増強。長距離トレーニングするならLSD。ゆったりとしたワイドタイプ。
ウエーブ エルエスディー

WAVE LSD 3 WIDE
Ⓡ

8KN-038□□
¥11,550（本体¥11,000）
サイズ：24.5〜28.5㎝

11年2月発売予定

●レーシングワイドラスト
ボールガース部が通常モデルより6mm広く設計されています。
（3E相当）
※8KN-036と同じ機能が搭載されています。

長い距離を走り込むトレーニングに
フルマラソンサブ4を目指すランナーのレース・トレーニングに

I-20
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8KN-03842
ライム／ブラック×シルバー

8KN-03828
ブラック／ブルー×シルバー

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約270g
（27.0㎝片方）
●中国製
USP6205681、6289608、6393732、特許3238129、3542756、4076704

FOOTWEAR RUNNING
ライド感が止まらない。ニュースムーズライドを搭載したウェーブクリエーション登場。
ウエーブ クリエーション

●インフィニティウエーブ ●ニュースムーズライド
●ニューダイナモーションフィット
●ストレッチメッシュ
（前足部）
●植物由来樹脂
（上部ウェーブプレート）
●AP+
（エーピープラス）
ミッドソール
●コンフォートインソール ●リサイクル人工皮革
●ジェンダーエンジニアリング
（男女異設計）

WAVE CREATION 12
Ⓡ

8KN-100□□
¥16,800（本体¥16,000）
サイズ：25.0〜29.0cm
10年12月発売予定

走ることを楽しむことが目的のランナーに
体格の大きなランナーに
フルマラソン4時間以降のランナーのレース・トレーニングに

8KN-10025
ホワイト×ネイビー／ブルー

8KN-10057
オレンジ／ブラック×オレンジ

●甲材／合成繊維、人工皮革
（リサイクル）
●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約380g
（27.0cm片方）
●中国製
※このシューズの人工皮革には環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6748675、7484317、特許3831686、3867054、4020953

キミのランが変わる。クッションとフィットが生まれ変わったウエーブライダー。
ウエーブ ライダー

●パラレルウエーブ
（コンポジットタイプ）
●ニューダイナモーションフィット
●コンフォートインソール
●植物由来樹脂
●AP+
（エーピープラス）
ミッドソール
●リサイクル人工皮革
●ジェンダーエンジニアリング
（男女異設計）
●スムーズライド

WAVE RIDER 14
Ⓡ

8KN-102□□
¥12,600（本体¥12,000）
サイズ：24.5〜29.0、30.0cm
10年11月発売予定

走ることを楽しむことが目的のランナーに
フルマラソン4時間以降のランナーのレース・トレーニングに

8KN-10227
ホワイト×ブルー／シルバー

●甲材／合成繊維、人工皮革
（リサイクル）
●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約310g
（27.0cm片方）
●中国製
※このシューズの人工皮革には環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6205681、6289608、特許3238129、4043450

キミのランが変わる。ウエーブライダーのスーパーワイドタイプ。
ウエーブ ライダー

●スーパーワイドラスト
標準ラストよりも12mm広いボールガース部。ゆとりをもたせた
親指足先まわりによって、
よりゆったりしたフィット感をもたらします。
（4E相当）
※8KN-102と同じ機能が搭載されています。

WAVE RIDER 14 SW
Ⓡ

8KN-104□□
¥12,600（本体¥12,000）
サイズ：24.5〜29.0、30.0cm
10年11月発売予定

走ることを楽しむことが目的のランナーに
フルマラソン4時間以降のランナーのレース・トレーニングに

8KN-10414
ホワイト×ネイビー／シルバー

●甲材／合成繊維、人工皮革
（リサイクル）
●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約315g
（27.0cm片方）
●中国製
※このシューズの人工皮革には環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6205681、6289608、特許3238129、4043450

キミのランが変わる。ウエーブライダーのスリムタイプ。
ウエーブ ライダー

●スリムラスト
標準ラストよりも6mm細いボールガース部。
細身の足にもしっかりフィットします。
（E相当）
※8KN-102と同じ機能が搭載されています。

WAVE RIDER 14 SLIM
Ⓡ

8KN-108□□
¥12,600（本体¥12,000）
サイズ：25.0〜29.0cm
10年11月発売予定

走ることを楽しむことが目的のランナーに
フルマラソン4時間以降のランナーのレース・トレーニングに

8KN-10827
ホワイト×ブルー／シルバー

●甲材／合成繊維、人工皮革
（リサイクル）
●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約310g
（27.0cm片方）
●中国製
※このシューズの人工皮革には環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6205681、6289608、特許3238129、4043450

APMA：アメリカ足病医学会が、
足の快適さと健康に良いと認定したシューズにのみ付けられるマークです。

I-21
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走るのがもっと楽しくなる。ランニングオーラをまとったウエーブライダー。
ウエーブ ライダー

※8KN-102と同じ機能が搭載されています。

WAVE RIDER AURA
Ⓡ

8KN-170□□
¥12,600（本体¥12,000）
サイズ：24.5〜29.0、30.0cm
11年1月発売予定

走ることを楽しむことが目的のランナーに
フルマラソン4時間以降のランナーのレース・トレーニングに

8KN-17099
ブルー×オーラ

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約310g
（27.0cm片方）
●中国製
※このシューズの人工皮革には環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6205681、6289608、特許3238129、4043450

この心地良さで、日々のランニングを楽しむ。男女異設計搭載でさらに快適に。
ウエーブ ライダー

●パラレルウエーブ
（コンポジットタイプ）
●ダイナモーションフィット
●オーソライト
（ハイアーチ1層タイプ）／ 植物由来樹脂
●リサイクル人工皮革
●ジェンダーエンジニアリング
（男女異設計）
●APミッドソール
●スムーズライド

WAVE RIDER 13
Ⓡ

8KN-002□□
¥12,600（本体¥12,000）
サイズ：24.5〜29.0、30.0㎝

走ることを楽しむのが目的のランナーに
フルマラソン4時間以降のランナーのレース・トレーニングに

8KN-00262
ブラック×レッド／シルバー

●甲材／合成繊維、人工皮革
（リサイクル）
●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約305g
（27.0㎝片方）
●中国製
※このシューズの人工皮革には環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6205681、6289608、特許3238129、4043450

この心地よさで、日々のランニングを楽しむ。ゆったりと楽に履けるスーパ−ワイドタイプ。
ウエーブ ライダー

●スーパーワイドラスト
標準ラストよりも12㎜広いボールガース部。ゆとりをもたせた
親指足先まわりによって、
よりゆったりしたフィット感をもたらします。
（4E相当）
※8KN-002と同じ機能が搭載されています。

WAVE RIDER 13 SW
Ⓡ

8KN-004□□
¥12,600（本体¥12,000）
サイズ：24.5〜29.0、30.0㎝

走ることを楽しむのが目的のランナーに
フルマラソン4時間以降のランナーのレース・トレーニングに

8KN-00425
ホワイト×ブルー／イエロー

●甲材／合成繊維、人工皮革
（リサイクル）
●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約310g
（27.0㎝片方）
●中国製
※このシューズの人工皮革には環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6205681、6289608、特許3238129、4043450

キミをGOALへ連れていく。完走サポートシューズ、完成。
ウエーブ インスパイア

●ファンシェイプドウエーブ
（コンポジットタイプ）
●ニューダイナモーションフィット
●コンフォートインソール
●植物由来樹脂
●リサイクル人工皮革
●ジェンダーエンジニアリング
（男女異設計）
●AP+
（エーピープラス）
ミッドソール
●スムーズライド

WAVE INSPIRE 7
Ⓡ

8KN-142□□
¥12,600（本体¥12,000）
サイズ：24.5〜29.0、30.0cm
10年11月発売予定

走ることを楽しむことが目的のランナーに
フルマラソン完走を目指すランナーのレース・トレーニングに

I-22
※(21)

8KN-14262
ホワイト×ブラック／レッド
APMA：アメリカ足病医学会が、
足の快適さと健康に良いと認定したシューズにのみ付けられるマークです。

●甲材／合成繊維、人工皮革
（リサイクル）
●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約340g
（27.0cm片方）
●中国製
※このシューズの人工皮革には環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6205681、6289608、特許3238129、4043450

FOOTWEAR RUNNING
キミをGOALへ連れていく。待望のスーパーワイド登場。
ウエーブ インスパイア

●スーパーワイドラスト
標準ラストよりも12mm広いボールガース部。ゆとりをもたせた親指足先
まわりによって、よりゆったりしたフィット感をもたらします。
（4E相当）
※8KN-142と同じ機能が搭載されています。

WAVE INSPIRE 7 SW
Ⓡ

8KN-144□□
¥12,600（本体¥12,000）
サイズ：24.5〜29.0、30.0cm
10年11月発売予定

走ることを楽しむことが目的のランナーに
フルマラソン完走を目指すランナーのレース・トレーニングに
●甲材／合成繊維、人工皮革
（リサイクル）
●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約345g
（27.0cm片方）
●中国製

8KN-14443
ホワイト×ブラック／イエロー

※このシューズの人工皮革には環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6205681、6289608、特許3238129、4043450

走るのがもっと楽しくなる。ランニングオーラをまとったウェーブインスパイア。
ウエーブ インスパイア

※8KN-142と同じ機能が搭載されています。

WAVE INSPIRE AURA
Ⓡ

8KN-172□□
¥12,600（本体¥12,000）
サイズ：24.5〜29.0、30.0cm
11年1月発売予定

走ることを楽しむことが目的のランナーに
フルマラソン完走を目指すランナーのレース・トレーニングに
●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約340g
（27.0cm片方）
●中国製

8KN-17299
レッド×オーラ

※このシューズの人工皮革には環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6205681、6289608、特許3238129、4043450

エントリーランナーにおすすめしたいハイスタンダードモデル。AP+と新ラスト採用でさらにグレードアップ。
ウエーブ ネクサス

●ファンシェイプドウエーブ
（コンポジットタイプ）
●AP+
（エーピープラス）
ミッドソール
●スムーズライド
●カップインソール

WAVE NEXUS 5
Ⓡ

8KN-150□□
¥9,345（本体¥8,900）
サイズ：サイズ：22.0〜29.0、30.0cm
10年11月発売予定

これからランニングを始める方に
部活動のランニングトレーニングに
●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約310g
（27.0cm片方）
●ベトナム製
※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を削減する工程を採
用しています。USP6205681 、6289608 、6219939 、631414 、6647645 、特許3238129 、
3308482、4043450、4076704

8KN-15023
ホワイト×ブルー／ネイビー

エントリーランナーにおすすめしたいハイスタンダードモデル。進化したネクサスのワイドタイプ。
ウエーブ ネクサス

●ワイドラスト
ボールガース部が標準よりも6mm広く設計されています。
（3E相当）
※8KN-150と同じ機能が搭載されています。

WAVE NEXUS 5 WIDE
Ⓡ

8KN-152□□
¥9,345（本体¥8,900）
サイズ：24.5〜29.0、30.0cm
10年11月発売予定

これからランニングを始める方に
部活動のランニングトレーニングに
●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約310g
（27.0cm片方）
●ベトナム製

8KN-15254
ホワイト×ネイビー／オレンジ

※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を削減する工程を採
用しています。USP6205681 、6289608 、6219939 、631414 、6647645 、特許3238129 、
3308482、4043450、4076704

エントリーランナーにおすすめしたいハイスタンダードモデル。進化したネクサスのスーパーワイドタイプ。
ウエーブ ネクサス

●スーパーワイドラスト
ボールガース部が標準よりも12mm広く設計されています。
指先まわりにもゆとりを持たせ、ゆったりとしたフィット感をもたら
します。
（4E相当）
※8KN-150と同じ機能が搭載されています。

WAVE NEXUS 5 SW
Ⓡ

8KN-154□□
¥9,345（本体¥8,900）
サイズ：24.5〜29.0、30.0cm
10年11月発売予定

これからランニングを始める方に
部活動のランニングトレーニングに
●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約315g
（27.0cm片方）
●ベトナム製

8KN-15408
ホワイト×ブラック／レッド

※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を削減する工程を採
用しています。USP6205681 、6289608 、6219939 、631414 、6647645 、特許3238129 、
3308482、4043450、4076704

APMA：アメリカ足病医学会が、
足の快適さと健康に良いと認定したシューズにのみ付けられるマークです。

I-23
※(22)

軽量・柔軟に安定性が充実。グローバルエントリーモデル・ウエーブネクサス。
ウエーブ ネクサス

●ファンシェイプドウエーブ
（コンポジットタイプ）
●APミッドソール
●スムーズライド
●カップインソール

WAVE NEXUS 4
Ⓡ

8KN-050□□
¥9,345（本体¥8,900）
サイズ：22.0〜29.0、30.0㎝

これからランニングを始める方に
部活動のランニングトレーニングに
●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約300g
（27.0㎝片方）
●ベトナム製

8KN-05028
ホワイト×ブルー／ネイビー

※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を削減する工程を採
用しています。USP6205681 、6289608 、6219939 、631414 、6647645 、特許3238129 、
3308482、4043450、4076704

軽量・柔軟に安定性が充実。ゆったりとしたワイドモデル。
ウエーブ ネクサス

●ワイドラスト
ボールガース部が標準よりも6㎜広く設計されています。
（3E相当）
※8KN-050と同じ機能が搭載されています。

WAVE NEXUS 4 WIDE
Ⓡ

8KN-052□□
¥9,345（本体¥8,900）
サイズ：24.5〜29.0、30.0㎝

これからランニングを始める方に
部活動のランニングトレーニングに
●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約300g
（27.0㎝片方）
●ベトナム製

8KN-05247
ホワイト×イエロー／ブラック

※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を削減する工程を採
用しています。USP6205681 、6289608 、6219939 、631414 、6647645 、特許3238129 、
3308482、4043450、4076704

軽量・柔軟に安定性が充実。ゆったりと楽に履けるスーパーワイドタイプ。
ウエーブ ネクサス

●スーパーワイドラスト
標準ラストよりも12㎜広いボールガース部。
指先まわりにもゆとりを持たせ、ゆったりしたフィット感をもたらします。
（4E相当）
※8KN-050と同じ機能が搭載されています。

WAVE NEXUS 4 SW
Ⓡ

8KN-054□□
¥9,345（本体¥8,900）
サイズ：24.5〜29.0、30.0㎝

これからランニングを始める方に
部活動のランニングトレーニングに
●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約305g
（27.0㎝片方）
●ベトナム製

8KN-05460
シルバー×レッド／ブラック

※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を削減する工程を採
用しています。USP6205681 、6289608 、6219939 、631414 、6647645 、特許3238129 、
3308482、4043450、4076704

毎日のトレーニング、部活動などにもお勧め。ラクラク足入れワイドタイプ。
ウエーブ ホーク

●ワイドラスト
ボールガース部が標準よりも6mm広く設計されています。
（3E相当）
●パラレルウエーブ ●カップインソール

WAVE HAWK 2 WIDE
Ⓡ

8KN-122□□
¥7,245（本体¥6,900）
サイズ：22.5〜29.0cm
11年2月発売予定

ジョギングを健康のためにする人
部活動のランニングトレーニングに

8KN-12225
ホワイト×ブルー

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約310g
（27.0cm片方）
●ベトナム製
※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を削減する工程を
採用しています。USP6205681、6289608、特許3238129、3542756、4076704

毎日のトレーニング、部活動などにもお勧め。かなりラクラクスーパーワイドタイプ。
ウエーブ ホーク

●スーパーワイドラスト
ボールガース部が通常モデルより、12mm広く設計されています。指先まわり
にもゆとりを持たせ、ゆったりしたフィット感をもたらします。
（4E相当）
※8KN-122と同じ機能が搭載されています。

WAVE HAWK 2 SW
Ⓡ

8KN-128□□
¥7,245（本体¥6,900）
サイズ：24.5〜28.5cm
11年2月発売予定

軽いジョギングを健康のためにする人
部活動のランニングトレーニングに

8KN-12802
ブラック×シルバー

I-24
※(23)

APMA：アメリカ足病医学会が、
足の快適さと健康に良いと認定したシューズにのみ付けられるマークです。

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約315g
（27.0cm片方）
●ベトナム製
※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を削減する工程を
採用しています。USP6205681、6289608、特許3238129、3542756、4076704

FOOTWEAR RUNNING
軽い運動、部活動のラントレにおすすめ。ゆったりとしたワイドタイプ。
ウエーブ ホーク

●パラレルウエーブ
●カップインソール
●ワイドラスト
ボールガース部が標準よりも6㎜広く設計されています。
（3E相当）

WAVE HAWK

Ⓡ

8KN-022□□
¥7,245（本体¥6,900）
サイズ：24.5〜28.5㎝

ジョギングを健康のためにする人
部活動のランニングトレーニングに

8KN-02207
ホワイト×チャコール／レッド

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約310g
（27.0㎝片方）
●ベトナム製
※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を削減する工程を
採用しています。USP6205681、6289608、特許3238129、3542756、4076704

ロードから山までスムーズなライド感。ミズノの新トレイルモデル登場。
ウエーブ カブラカン

●フルレングスファンシェイプドウエーブ
●ニューダイナモーションフィット
●AP+
（エーピープラス）
ミッドソール
●撥水アッパー
●ウェットトラクションソール
●コンフォートインソール
●スムーズライド
●トウガード

WAVE CABRAKAN 2
Ⓡ

8KN-070□□
¥14,595（本体¥13,900）
サイズ：25.0〜28.5cm
11年2月発売予定

不整地のレース・トレーニングに
これからトレイルランニングを始める方に

8KN-07025
ダークシャドウ×ブルー／イエロー

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約350g
（27.0cm片方）
●中国製

人気に支えられてバージョン13。足入れ感と屈曲性が特徴のクッションモデル。
マキシマイザー

●カップインソール
●ワイドラスト
ボールガース部が標準よりも6mm広く設計されています。
（3E相当）

MAXIMIZER 13
Ⓡ

8KA-130□□
¥3,990（本体¥3,800）
サイズ：09）84）24.5〜28.0、29.0、30.0cm
08）62）25.0〜28.0cm
10年12月発売予定
27）24.5〜28.0、29.0cm

8KA-13008
グレー×ブラック

8KA-13027
ホワイト×ブルー

ジョギング、軽い運動に

8KA-13062
シルバー×レッド

8KA-13084
ホワイト×レッド／ブラック

8KA-13009
ホワイト×ブラック

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約310g
（27.0cm片方）
●中国製
※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を削減する工程を
採用しています。

マキシマイザーのホワイト＆ブラックバージョン。
マキシマイザー

●カップインソール
●ワイドラスト
ボールガース部が標準よりも6㎜広く設計されています。
（3E相当）

MAXIMIZER WB
Ⓡ

8KA-032□□
¥3,990（本体¥3,800）
サイズ：01）21.0〜28.0、29.0、30.0㎝
89）22.5〜28.0、29.0、30.0㎝

ジョギング・軽い運動

8KA-03289
ブラック×ブラック

8KA-03201
ホワイト×ホワイト

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約310g
（27.0㎝片方）
●中国製
※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を削減する工程を
採用しています。

APMA：アメリカ足病医学会が、
足の快適さと健康に良いと認定したシューズにのみ付けられるマークです。

I-25
※(24)

女性トップランナーの「加速革命」シューズ。カラーも2色で充実。
ウエーブ スペーサー

●パラレルウエーブ
（コンポジットタイプ）
●G3ソール
●ウィメンズレーシングラスト
●リサイクルクールプラス
●カップインソール
●ダイナモーションフィット
●ジェンダーエンジニアリング
（男女異設計）
●AP+
（エーピープラス）
ミッドソール
●スムーズライド

WAVE SPACER AR2(W)
Ⓡ

8KS-111□□
¥13,650（本体¥13,000）
サイズ：22.5〜26.0cm
10年12月発売予定

フルマラソン2:30〜3:30のランナー
接地時間の短いスピード感を好むランナー

8KS-11150
ホワイト×ゴールド

8KS-11103
レッド×シルバー

●甲材／合成繊維
（リサイクル）
、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約160g
（24.0cm片方）
●中国製
※このシューズのメッシュには環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6289608、6205681、特許3072037、3238129、4076704

ジェンダーエンジニアリング搭載。女性にあわせたサイズ展開。女性には女性の 加速革命 。
ウエーブ スペーサー

●パラレルウエーブ
（コンポジットタイプ）
●G3ソール
●ウィメンズレーシングラスト
●リサイクルクールプラス
●カップインソール
●ジェンダーエンジニアリング
（男女異設計）
●AP＋
（エーピープラス）
ミッドソール
●スムーズライド

WAVE SPACER AR(W)
Ⓡ

8KS-016□□
¥13,650（本体¥13,000）
サイズ：22.5〜26.0㎝

フルマラソン2:30〜3:30のランナー
接地時間の短いスピード感を好むランナー

8KS-01626
ホワイト×ブルー

●甲材／合成繊維
（リサイクル）
、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約160g
（24.0㎝片方）
●中国製
※このシューズのメッシュには環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6289608、6205681、特許3072037、3238129、4076704

機能も安心。見た目も安心。選びやすさが神っ！
ウエーブ イダテン

●パラレルウエーブ
●カップインソール
●AP+
（エーピープラス）
ミッドソール
●ウィメンズレーシングラスト
●スムーズライド

WAVE IDATEN GR(W)
Ⓡ

8KS-141□□
¥10,395（本体¥9,900）
サイズ：22.0〜25.0cm
10年12月発売予定

部活動のラントレ
フルマラソン3:30〜4：00のランナー
接地時間の短いスピード感を好むランナー

I-26
※(25)

8KS-14162
ホワイト×レッド×ピンク

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約185g
（24.0cm片方）
●中国製
※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を削減する工程を
採用しています。USP6289608、6205681、特許3072037、3238129、4076704

FOOTWEAR WOMEN'S
軽快な走りを、柔軟なウエーブイダテンで。女性のトレーニング用に！
ウエーブ イダテン

●パラレルウエーブ
●カップインソール
●APミッドソール
●ウィメンズレーシングラスト
●スムーズライド

WAVE IDATEN 5(W)
Ⓡ

8KS-046□□
¥10,395（本体¥9,900）
サイズ：22.0〜25.0㎝

フルマラソン3:30〜4:00のランナー
接地時間の短いスピード感を好むランナー

8KS-04665
ホワイト×ピンク

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約195g
（24.0㎝片方）
●中国製
※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を消滅する工程を
採用しています。USP6289608、6205681、特許3072037、3238129、4076704

プロネーション対策もバッチリ！
「お守り」シューズの女性モデル。
ウエーブ アミュレット

WAVE AMULET (W)
Ⓡ

11年2月発売予定

8KS-026□□
¥13,650（本体¥13,000）
121□□
サイズ：22.5〜26.0cm

●ファンシェイプドウエーブ ●ダイナモーションフィット
●リサイクルクールプラス ●カップインソール
●スポンジラバーアウトソール ●ジェンダーエンジニアリング（男女異設計）
●AP+
（エーピープラス）
ミッドソール
●ウィメンズレーシングラスト ●スムーズライド

フルマラソン3:30前後のランナー
レース後半、
タイムを落としたくないランナーに

8KS-02626
ホワイト×ネイビー

8KS-12165
ブラック×ローズ

●甲材／合成繊維
（リサイクル）
、人工皮革
●底材／合成樹脂、
ゴム●質量／約180g
（24.0cm片方）
●中国製
USP6289608、6205681、
特許3072037、3238129、4076704

10㎞など、短い距離をお洒落に走りたいランナーに。
ウエーブ リボルバー

WAVE REVOLVER 4(W)
Ⓡ

11年2月発売予定

8KS-056□□
¥10,395（本体¥9,900）
151□□
サイズ：22.0〜25.0cm

●ファンシェイプドウエーブ
●リサイクルダブルラッセルメッシュ
●フラットソール
●カップインソール ●APミッドソール
●ウィメンズレーシングラスト ●スムーズライド

部活動のラントレ
10km〜20kmのロードレースを中心にしたランナー

8KS-05601
レッド×ホワイト

8KS-15103
パープル×シルバー

●甲材／合成繊維
（リサイクル）
、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約185g
（24.0cm片方）
●中国製
※このシューズのメッシュには環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています
。USP6289608、6205681、6219939、
特許3072037、3238129

空気のように軽く走ろう。
ウエーブ エアロ

WAVE AERO 9(W)
Ⓡ

10年12月発売予定

8KN-033□□
¥12,600（本体¥12,000）
サイズ：サイズ：22.5〜26.0cm

●パラレルウエーブ
（コンポジットタイプ）
●ダイナモーションフィット ●スポンジラバーアウトソール
●コンフォートインソール ●ウィメンズレーシングラスト
●ジェンダーエンジニアリング
（男女異設計）
●APミッドソール ●スムーズライド

スピードを上げるトレーニングに
フルマラソン4時間以降のランナーのレース・トレーニングに

8KN-03328
ホワイト×スカイブルー

8KN-03366
ホワイト×ピンク

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約205g
（24.5cm片方）
●中国製
USP6205681、6289608、6393732、特許3238129、3542756、4076704

この軽さと安定性。距離をこなす走り込みや、長時間のトレーニングにおすすめ。
ウエーブ エルエスディー

WAVE LSD 3(W)
Ⓡ

11年2月発売予定

8KN-037□□
¥11,550（本体¥11,000）
サイズ：22.5〜25.0㎝

●ファンシェイプドウエーブ
（コンポジットタイプ）
●ダイナモーションフィット
●スポンジラバーアウトソール
●コンフォートインソール ●ウィメンズレーシングラスト
●APミッドソール ●スムーズライド

長い距離を走り込むトレーニングに
フルマラソンサブ4を目指すランナーのレース・トレーニングに

8KN-03765
ベリー／ブラック×シルバー

8KN-03764
ブラック／ピンク×シルバー

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約220g
（24.5㎝片方）
●中国製
USP6289608、6205681、6393732、特許3238129、3542756

I-27
※(26)

ライド感が止まらない。ニュースムーズライドを搭載したレディスクリエーション登場。
ウエーブ クリエーション

●インフィニティウエーブ ●ニューダイナモーションフィット
●ストレッチメッシュ
（前足部） ●コンフォートインソール
●AP+
（エーピープラス）
ミッドソール ●ニュースムーズライド
●リサイクル人工皮革 ●植物由来樹脂（上部ウエーブプレート）
●ジェンダーエンジニアリング
（男女異設計） ●ウィメンズラスト

WAVE CREATION 12(W)
Ⓡ

8KN-101□□
¥16,800（本体¥16,000）
サイズ：23.0〜25.0cm
10年12月発売予定

走ることを楽しむことが目的のランナーに
体格の大きなランナーに
フルマラソン4時間以降のランナーのレース・トレーニングに

8KN-10168
ホワイト×ダークシャドウ／パープル

●甲材／合成繊維、人工皮革
（リサイクル）
●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約300g
（24.5cm片方）
●中国製
※このシューズの人工皮革には環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6748675、7484317、
特許3831686、3867054、4020953

キミのランが変わる。フィットとクッションが生まれ変わったレディースライダー。
ウエーブ ライダー

●パラレルウエーブ（コンポジットタイプ） ●ニューダイナモーションフィット
●コンフォートインソール ●AP+
（エーピープラス）
ミッドソール
●リサイクル人工皮革 ●植物由来樹脂 ●スムーズライド
●ジェンダーエンジニアリング
（男女異設計） ●ウィメンズラスト

WAVE RIDER 14(W)
Ⓡ

8KN-103□□
¥12,600（本体¥12,000）
サイズ：22.0〜26.0cm
10年11月発売予定

走ることを楽しむことが目的のランナーに
フルマラソン4時間以降のランナーのレース・トレーニングに

8KN-10366
ホワイト×ピンク／シルバー

●甲材／合成繊維、人工皮革
（リサイクル）
●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約260g
（24.5cm片方）
●中国製
※このシューズの人工皮革には環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6205681、6289608、特許3238129、4043450

キミのランが変わる。レディースライダーのワイドタイプ。
ウエーブ ライダー

●ウィメンズワイドラスト
ボールガース部が通常モデルより6mm広く設計されています。
（3E相当）
※8KN-103と同じ機能が搭載されています。

WAVE RIDER 14 WIDE(W)
Ⓡ

8KN-105□□
¥12,600（本体¥12,000）
サイズ：22.5〜25.5cm
10年11月発売予定

走ることを楽しむことが目的のランナーに
フルマラソン4時間以降のランナーのレース・トレーニングに

8KN-10553
ホワイト×オレンジ／シルバー

●甲材／合成繊維、人工皮革
（リサイクル）
●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約260g
（24.5cm片方）
●中国製
※このシューズの人工皮革には環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6205681、6289608、特許3238129、4043450

キミのランが変わる。レディースライダーのスリムタイプ。
ウエーブ ライダー

●ウィメンズスリムラスト
標準ラストよりも12mm細いボールガース部。
細身の足にもしっかりとフィットします。
（D相当）
※8KN-103と同じ機能が搭載されています。

WAVE RIDER 14 SLIM(W)
Ⓡ

8KN-107□□
¥12,600（本体¥12,000）
サイズ：22.5〜25.5cm
10年11月発売予定

走ることを楽しむことが目的のランナーに
フルマラソン4時間以降のランナーのレース・トレーニングに

8KN-10766
ホワイト×ピンク／シルバー

●甲材／合成繊維、人工皮革
（リサイクル）
●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約260g
（24.5cm片方）
●中国製
※このシューズの人工皮革には環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6205681、6289608、特許3238129、4043450

走るのがもっと楽しくなる。ランニングオーラをまとったレディースライダー。
ウエーブ ライダー

※8KN-103と同じ機能が搭載されています。

WAVE RIDER AURA(W)
Ⓡ

8KN-171□□
¥12,600（本体¥12,000）
サイズ：22.0〜26.0cm
11年1月発売予定

走ることを楽しむことが目的のランナーに
フルマラソン4時間以降のランナーのレース・トレーニングに

I-28
※(27)

8KN-17199
パープル×オーラ
APMA：アメリカ足病医学会が、
足の快適さと健康に良いと認定したシューズにのみ付けられるマークです。

●甲材／合成繊維、人工皮革
（リサイクル）
●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約260g
（24.5cm片方）
●中国製
※このシューズの人工皮革には環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6205681、6289608、特許3238129、4043450

FOOTWEAR WOMEN'S
日々のランニングをさらに楽しく軽やかに。男女異設計ソール搭載。
ウエーブ ライダー

●パラレルウエーブ（コンポジットタイプ） ●ダイナモーションフィット
●オーソライト
（ハイアーチ1層タイプ） ●リサイクル人工皮革
●植物由来樹脂 ●ジェンダーエンジニアリング
（男女異設計）
●ウィメンズラスト ●APミッドソール ●スムーズライド

WAVE RIDER 13(W)
Ⓡ

8KN-003□□
¥12,600（本体¥12,000）
サイズ：22.0〜26.0㎝

走ることを楽しむのが目的のランナーに
フルマラソン4時間以降のランナーのレース・トレーニングに

8KN-00365
ホワイト×ベリー／シルバー

●甲材／合成繊維、人工皮革
（リサイクル）
●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約245g
（24.5㎝片方）
●中国製
※このシューズの人工皮革には環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6205681、6289608、特許3238129、4043450

キミをGOALへ連れていく。レディースインスパイア登場。
ウエーブ インスパイア

●ファンシェイプドウエーブ
（コンポジットタイプ）
●ニューダイナモーションフィット ●コンフォートインソール
●リサイクル人工皮革 ●植物由来樹脂
●AP+（エーピープラス）
ミッドソール ●ジェンダーエンジニアリング（男女異設計）
●ウィメンズラスト ●スムーズライド

WAVE INSPIRE 7(W)
Ⓡ

8KN-143□□
¥12,600（本体¥12,000）
サイズ：22.0〜26.0cm
10年11月発売予定

走ることを楽しむことが目的のランナーに
フルマラソン完走を目指すランナーのレース・トレーニングに

8KN-14323
ホワイト×ブラック／ブルー

●甲材／合成繊維、人工皮革
（リサイクル）
●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約280g
（24.5cm片方）
●中国製
※このシューズの人工皮革には環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6205681、6289608、特許3238129、4043450

走るのがもっと楽しくなる。ランニングオーラをまとったレディースインスパイア。
ウエーブ インスパイア

※8KN-143と同じ機能が搭載されています。

WAVE INSPIRE AURA(W)
Ⓡ

8KN-173□□
¥12,600（本体¥12,000）
サイズ：22.0〜26.0cm
11年1月発売予定

走ることを楽しむことが目的のランナーに
フルマラソン完走を目指すランナーのレース・トレーニングに

8KN-17399
ピンク×オーラ

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約280g
（24.5cm片方）
●中国製
※このシューズの人工皮革には環境に配慮してPETボトルをリサイクルした素材を使用しています。
USP6205681、6289608、特許3238129、4043450

エントリーランナーにおすすめしたいハイスタンダードモデル。AP+と新ラスト採用でさらにグレードアップ。レディース版ネクサス登場。
ウエーブ ネクサス

●ファンシェイプドウエーブ
（コンポジットタイプ）
●ウィメンズラスト
●AP+
（エーピープラス）
ミッドソール
●スムーズライド
●カップインソール

WAVE NEXUS 5(W)
Ⓡ

8KN-151□□
¥9,345（本体¥8,900）
サイズ：22.0〜26.0cm
10年11月発売予定

これからランニングを始めるランナーに
部活動のランニングトレーニングに
●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約250g
（24.5cm片方）
●ベトナム製

8KN-15165
ホワイト×ピンク／ダークシャドウ

※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を削減する工程を採
用しています。USP6205681 、6289608 、6219939 、631414 、6647645 、特許3238129 、
3308482、4043450、4076704

エントリーランナーにおすすめしたいハイスタンダードモデル。進化したネクサスのレディースワイドタイプ。
ウエーブ ネクサス

●ウィメンズワイドラスト
ボールガース部が通常モデルより6mm広く設計されています。
（3E相当）
※8KN-151と同じ機能が搭載されています。

WAVE NEXUS 5 WIDE(W)
Ⓡ

8KN-153□□
¥9,345（本体¥8,900）
サイズ：22.5〜25.5cm
10年11月発売予定

これからランニングを始めるランナーに
部活動のランニングトレーニングに
●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約250g
（24.5cm片方）
●ベトナム製

8KN-15321
ホワイト×ネイビー／ブルー

※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を削減する工程を採
用しています。USP6205681 、6289608 、6219939 、631414 、6647645 、特許3238129 、
3308482、4043450、4076704

APMA：アメリカ足病医学会が、
足の快適さと健康に良いと認定したシューズにのみ付けられるマークです。

I-29
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軽量・柔軟さを高めてさらに安心設計。グローバルエントリーモデルのウエーブネクサス。
ウエーブ ネクサス

●ファンシェイプドウエーブ
（コンポジットタイプ）
●ウィメンズラスト
●APミッドソール
●スムーズライド
●カップインソール

WAVE NEXUS 4(W)
Ⓡ

8KN-051□□
¥9,345（本体¥8,900）
サイズ：22.0〜26.0㎝

これからランニングを始める方に
部活動のランニングトレーニングに
●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約245g
（24.5㎝片方）
●ベトナム製

8KN-05130
ホワイト×ライトブルー／チャコール

※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を削減する工程を
採用しています。USP6205681 、6289608 、6219939 、631414 、6647645 、特許3238129 、
3308482、4043450、4076704

軽量・柔軟さを高めてさらに安心設計。ゆったりとしたワイドタイプ。
ウエーブ ネクサス

●ウィメンズワイドラスト
ボールガース部が通常モデルより6㎜広く設計されています。
（3E相当）
※8KN-051と同じ機能が搭載されています。

WAVE NEXUS 4 WIDE(W)
Ⓡ

8KN-053□□
¥9,345（本体¥8,900）
サイズ：22.5〜25.5㎝

これからランニングを始めるランナーに
部活動のランニングトレーニングに
●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約245g
（24.5㎝片方）
●ベトナム製

8KN-05366
シルバー×ベリー／ダークシャドウ

※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を削減する工程を
採用しています。USP6205681 、6289608 、6219939 、631414 、6647645 、特許3238129 、
3308482、4043450、4076704

毎日のトレーニング、部活動などにもお勧め。ラクラク足入れのレディースホーク。
ウエーブ ホーク

●パラレルウエーブ ●カップインソール
●ウィメンズワイドラスト
ボールガース部が通常モデルより6mm広く設計されています。
（3E相当）

WAVE HAWK 2 WIDE(W)
Ⓡ

8KN-123□□
¥7,245（本体¥6,900）
サイズ：22.5〜25.5cm
11年2月発売予定

ジョギングを健康のためにする人
部活動のランニングトレーニングに

8KN-12362
ホワイト×レッド

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約250g
（24.5cm片方）
●ベトナム製
※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を削減する工程を
採用しています。USP6205681、6289608、特許3238129、3542756、4076704

軽い運動、部活動のラントレにおすすめ。ゆったりとしたワイドタイプ。
ウエーブ ホーク

●パラレルウエーブ
●カップインソール
●ウィメンズワイドラスト
ボールガース部が通常モデルより6㎜広く設計されています。
（3E相当）

WAVE HAWK (W)
Ⓡ

8KN-023□□
¥7,245（本体¥6,900）
サイズ：22.5〜25.0㎝

ジョギングを健康のためにする人
部活動のランニングトレーニングに

8KN-02311
ホワイト×ネイビー／ブルー

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成繊維、
ゴム
●質量／約250g
（24.5㎝片方）
●ベトナム製
USP6205681、6289608、特許3238129、3542756、4076704

人気に支えられてバージョン13。足入れ感と屈曲性が特徴のクッションモデル。
マキシマイザー

●カップインソール
●ウィメンズワイドラスト
ボールガース部が通常モデルより6mm広く設計されています。
（3E相当）

MAXIMIZER 13(W)
Ⓡ

8KA-131□□
¥3,990（本体¥3,800）
サイズ：22.0〜25.0ccm
10年12月発売予定

ジョギング、軽い運動に
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8KA-13103
ブラック×シルバー／ピンク

8KA-13119
ホワイト×ブルー

8KA-13169
ホワイト×ピンク

APMA：アメリカ足病医学会が、
足の快適さと健康に良いと認定したシューズにのみ付けられるマークです。

●甲材／合成繊維、人工皮革●底材／合成樹脂、
ゴム
●質量／約250g
（24.5cm片方）
●中国製
※このシューズは環境に配慮してミッドソールの生産時に発生する廃棄物を削減する工程を
採用しています。

FOOTWEAR SPECTRA
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RACING WEAR
「理想的な姿勢を保つ」
というコンセプトの「姿勢ＮＡＶＩ」
レーシングシャツ。シューズ連動デザイン
（P.4 CHRONO INX）
。
内藤真人

バイオギアレーシングシャツ

通気量を調整しやすい
ハーフジップ仕様

51BS-100□□ NEW
￥15,540（本体￥14,800）

限定
生産

M. L. O
本体：ポリエステル100％
前身上部：ポリエステル80％・ポリウレタン20％
袖・衿：ポリエステル85％・ポリウレタン15％
後身脇切替：ナイロン80％・ポリウレタン20％
裏地：ナイロン83％・ポリウレタン17％
（日本製）

昇華プリント

裏地に
ハイパワーメッシュ
を配置

51BS-10009 ブラック

《理想的な姿勢》

裏地に
ハイパワーメッシュ
を配置

バックスタイル

理想的な姿勢を保つことで、
「目指せ！パフォーマンスアップ！
！」

身体各部位のポイントが直
線状にある状態
肩や腰部への負担が小さい

《不良姿勢》

《姿勢補正の仕組み》
赤い部位は不良姿勢により起こる皮膚の伸縮を示しています。
この部位の中でも、特に白い円で囲った部位に注目し、パワーのある素材を
配置しました。

-骨盤前傾タイプ-

-骨盤後傾タイプ-

この設計により、･･･

背中が丸くなる
骨盤の前傾が強くなる
股関節が曲がる

背中が丸くなる
骨盤の後傾が強くなる
股関節が伸びる

①肩甲骨を引き寄せて、胸を張った姿勢を作ります。
②腹部と腰部を押さえて、骨盤を適切な位置に保ちます。

昇華プリントでシューズ連動デザインを表現。
MＴＣモデルレーシングウエア。

レーシングシャツ

51HM-100□□ NEW
￥7,140（本体￥6,800）
S. M. L. O. XO
フィールドタッチQD ポリエステル100％

小池崇之

（日本製）

レーシングパンツ

51RM-100□□ NEW
￥6,090（本体￥5,800）
S. M. L. O. XO

バックスタイル

フィールドタッチQD ポリエステル100％
（日本製）

51HM-10009 ブラック
51RM-10009 ブラック

14 ネイビー
14 ネイビー
レーシングシャツ
（ウィメンズ）

51HW-100□□ NEW
￥7,140（本体￥6,800）

限定
生産

S. M. L. O
フィールドタッチQD ポリエステル100％
（日本製）

レーシングパンツ
（ウィメンズ）

51RW-100□□ NEW
￥6,090（本体￥5,800）

限定
生産

S. M. L. O
フィールドタッチQD ポリエステル100％

優れた吸汗・速乾性を発揮。
裏面から表面に水分が移動しやすいようになっており、汗を素早
く吸収・拡散し外部へ放出。ウエア内をよりドライな状態にキープ。
さらっとした着心地の快適素材です。

（日本製）

51HW-10009 ブラック
51RW-10009 ブラック

14 ネイビー
14 ネイビー
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カラフルなＭＣラインのMIZUNO COLORSレーシングシャツ・パンツ。

レーシングシャツ

51HM-120□□ NEW
￥4,725（本体￥4,500）
S. M. L. O. XO
フィールドタッチ ポリエステル100％
（インドネシア製）

レーシングパンツ

51RM-120□□ NEW
￥4,725（本体￥4,500）
S. M. L. O. XO
フィールドタッチ ポリエステル100％
（インドネシア製）
75 ホワイト×ブラック
×オレンジ

95 ブラック×オレンジ

91 ブラック×ブラック
×サックスブルー

91 ブラック×サックスブルー

97 ブラック×ブラック
×マゼンタ

97 ブラック×マゼンタ

51HM-12076 ホワイト×ブラック×レッド
51RM-12096 ブラック×レッド
バックスタイル

汎用性の高い無地レーシングシャツ・パンツ。
レーシングシャツ
（メンズ）

51HM-920□□
￥3,360（本体￥3,200）
S. M. L. O. XO
フィールドタッチQD ポリエステル100％
（日本製・中国製）

レーシングパンツ
（メンズ）
51HM-92001 ホワイト

09 ブラック

14 ネイビー

25 プラネットブルー

62 レッド

バックスタイル

51RM-920□□
￥3,360（本体￥3,200）
S. M. L. O. XO
フィールドタッチQD ポリエステル100％
◎インナー付
（日本製・中国製）

51RM-92001 ホワイト

09 ブラック

14 ネイビー

25 プラネットブルー

62 レッド

バックスタイル

レーシングシャツ
（ウィメンズ）

51HW-920□□
￥3,360（本体￥3,200）
S. M. L. O. XO
フィールドタッチQD ポリエステル100％
（日本製・中国製）

51HW-92001 ホワイト

09 ブラック

14 ネイビー

25 プラネットブルー

62 レッド

バックスタイル

レーシングパンツ
（ウィメンズ）

51RW-920□□
￥3,360（本体￥3,200）
S. M. L. O. XO
フィールドタッチQD ポリエステル100％
◎インナー付
（日本製・中国製）

51RW-92001 ホワイト

09 ブラック

14 ネイビー

優れた吸汗・速乾性を発揮。

25 プラネットブルー

62 レッド

バックスタイル

裏面から表面に水分が移動しやすいようになっており、汗を素早く吸収・拡散し外部へ放出。ウエア内をよりドライな状態
にキープ。さらっとした着心地の快適素材です。

M I Z U N O O R I G I N A L T E A M O R D E R S Y S T E M 詳しくはP.70をご覧下さい

オリジナリティを追求するミズノオリジナルチームオーダーシステム「スペクトラ」。最強のユニフォームをつくろう
！
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RACING TIGHTS
レーシングタイツ
（ショート）

51RT-120□□ NEW
￥4,515（本体￥4,300）
S. M. L. O. XO
◆股下L寸：12cm
ロイカ
ナイロン80％・ポリウレタン20％

（中国製）
91 ブラック×サックスブルー

83 チャコール×ライトグリーン

87 チャコール×パープル

96 ブラック×レッド

88 チャコール×ピンク

93 ブラック×グリーン

97 ブラック×マゼンタ

95 ブラック×オレンジ

98 ブラック×D.パープル

MIZUNO COLORSコレクションのベーシックタイプタイツ。人気のショート丈を追加。

末續 慎吾
Ｔシャツ：51TF-12020
タイツ：51RT-12091

室伏 広治
Ｔシャツ：51TF-12075
タイツ：51RT-12295

Ｔシャツ：51TF-12063
タイツ：51RT-12097
（ショート）
51RT-12197
（ハーフ）
タイツ：51RT-12297
（ロング）
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レーシングタイツ
（ハーフ）

51RT-121□□ NEW
￥4,725（本体￥4,500）
S. M. L. O. XO
◆股下L寸：19cm
ロイカ
ナイロン80％・ポリウレタン20％

91 ブラック×サックスブルー

83 チャコール×ライトグリーン

95 ブラック×オレンジ

87 チャコール×パープル

内藤 真人
Ｔシャツ：51TF-12062
タイツ：51RT-12096

96 ブラック×レッド

88 チャコール×ピンク

菅井 洋平
Ｔシャツ：51TF-12097
タイツ：51RT-12097

（中国製）

97 ブラック×マゼンタ

93 ブラック×グリーン

98 ブラック×D.パープル

小池 崇之
Ｔシャツ：51TF-12054
タイツ：51RT-12095
絹川 愛
Ｔシャツ：51TF-12063
タイツ：51RT-12097

レーシングタイツ
（ロング）

51RT-122□□ NEW
￥5,985（本体￥5,700）
S. M. L. O. XO
◆股下L寸：69.5cm、
裾回りL寸：18cm
ロイカ ナイロン80％・ポリウレタン20％
◎裾ファスナー有り

91 ブラック×サックスブルー

83 チャコール×ライトグリーン
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95 ブラック×オレンジ

87 チャコール×パープル

96 ブラック×レッド

88 チャコール×ピンク

（中国製）

97 ブラック×マゼンタ

93 ブラック×グリーン

98 ブラック×D.パープル

RACING TIGHTS
大橋祐二

室伏広治

室伏由佳

動きやすさを追求したバイオギアレーシングタイツ。
バイオギアレーシングタイツ
（ショート）

バイオギアレーシングタイツ
（ハーフ）

51BP-100□□ NEW
￥5,775（本体￥5,500）

51BP-101□□ NEW
￥5,985（本体￥5,700）

S. M. L. O. XO

S. M. L. O. XO

◆股下L寸：12cm
本体：ナイロン80％・ポリウレタン20％
脇切替部：ポリエステル100％ （日本製・ベトナム製）

◆股下L寸：19cm
本体：ナイロン80％・ポリウレタン20％
脇切替部：ポリエステル100％ （日本製・ベトナム製）

51BP-10009 ブラック×グリーン
Vシェーブカッティング
腹部の締め付けを軽減する機能カッティング。

51BP-10109 ブラック×グリーン

14 ネイビー×レッド

逆サイドスタイル

バックスタイル

14 ネイビー×レッド

逆サイドスタイル バックスタイル

シームレス設計
臀部のシームをなくすことにより選手から
の要望が大きい「動き易さ」
をより実現。

バイオギアレーシングタイツ
（ロング）

バイオギアレーシングタイツ
（7分丈）

51BP-103□□ NEW
￥8,400（本体￥8,000）

51BP-102□□ NEW
￥7,035（本体￥6,700）

S. M. L. O. XO

S. M. L. O

◆股下L寸：67cm、裾回りL寸：18cm
本体：ナイロン80％・ポリウレタン20％
脇切替部：ポリエステル100％
◎裾ファスナー有り
（日本製・ベトナム製）

◆股下L寸：50cm
本体：ナイロン80％・ポリウレタン20％
脇切替部：ポリエステル100％ （日本製・ベトナム製）

51BP-10209 ブラック×グリーン

逆サイドスタイル

逆サイドスタイル

バックスタイル

バックスタイル

14 ネイビー×レッド
14 ネイビー×レッド

51BP-10309 ブラック×グリーン

Ｓサイズが追加され、定番ラインナップもさらに充実。

逆サイドスタイル
51RT-91009 ブラック

14 ネイビー

バックスタイル
51RT-91109 ブラック

25 プラネットブルー

14 ネイビー

25 プラネットブルー

51RT-91209
ブラック

レーシングタイツ
（ショート）

レーシングタイツ
（ハーフ）

レーシングタイツ
（ロング）

51RT-910□□
￥3,360（本体￥3,200）

51RT-911□□
￥3,465（本体￥3,300）

51RT-912□□
￥5,040（本体￥4,800）

S. M. L. O

S. M. L. O

S. M. L. O

◆股下L寸：12cm
ロイカ
ナイロン80％・ポリウレタン20％

◆股下L寸：19cm
ロイカ
ナイロン80％・ポリウレタン20％

◆股下L寸：65cm、裾回りL寸：19cm
ロイカ ナイロン80％・ポリウレタン20％
◎裾ファスナー有り

（中国製）

（中国製）

14
ネイビー

25
プラネットブルー

逆サイドスタイル
（中国製）
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WARM-UP SUITS
ＤＲＹＡＣＣＥＬ採用、
タイトシルエットの陸上専用ウォームアップ。ＭＴＣ着用モデル。
ウォームアップシャツ
51SL-10009 ブラック

胸ポケット
ファスナー付

バックスタイル

限定
生産

51SL-100□□ NEW
￥12,075（本体￥11,500）
S. M. L. O. XO

◆胸回りL寸：106cm、
後丈L寸：70cm
DRY ACCEL EX
ポリエステル88％・ポリプロピレン12％
前身上部・袖山切替部：ポリエステル100％
（表面ポリウレタンラミネート）
脇メッシュ部：ポリエステル100％
◎ポケットファスナー有り
（中国製）

腕ふりしやすい
立体裁断パターン採用

14 ネイビー

ウォームアップパンツ

限定
生産

51PL-100□□ NEW
￥9,450（本体￥9,000）
S. M. L. O. XO

14 ネイビー

逆サイドスタイル

手口にもファスナー付き。
バタ付きを抑制すると同
時に被服内温度調節も
可能に。

◆股下L寸：77cm、
裾巾L寸：16cm
DRY ACCEL EX
ポリエステル88％・ポリプロピレン12％
脇切替部：ポリエステル100％
（表面ポリウレタンラミネート）
◎裾ファスナー有り ◎ポケットファスナー有り
（中国製）

14 ネイビー
ウォームアップハーフパンツ

限定
生産

51PL-101□□ NEW
￥6,300（本体￥6,000）

51PL-10109 ブラック

S. M. L. O. XO
◆股下L寸：29.5cm
DRY ACCEL EX
ポリエステル88％・ポリプロピレン12％
脇切替部：ポリエステル100％
（表面ポリウレタンラミネート）
◎ポケットファスナー有り

（中国製）

51PL-10009 ブラック

ＳＳから2ＸＯまでの幅広いサイズ展開でチームユースもカバー。
ウォームアップシャツ

A60SB-100□□ NEW
￥8,610（本体￥8,200）
SS. S. M. L. O. XO. 2XO
（JASPO）
◆胸回りL寸：118cm、
後丈L寸：70cm
本体：スクエアドライニット ポリエステル100％
メッシュ部：エアロクール2WAYメッシュ
ポリエステル100％
◎ポケットファスナー無し
（中国製・日本製）

A60SB-10001
ホワイト×ホワイト×ブラック

14 ネイビー×ホワイト
×チャコール

62 レッド×ブラック
×ホワイト

95 ブラック×ホワイト
×オレンジ

96 ブラック×ブラック
×レッド

97 ブラック×ブラック
×ホワイト

ウォームアップパンツ

A60PE-100□□ NEW
￥7,350（本体￥7,000）
SS. S. M. L. O. XO. 2XO
（JASPO）
◆股下L寸：79cm、
裾巾L寸：22cm
本体：スクエアドライニット ポリエステル100％
メッシュ部：エアロクール2WAYメッシュ
ポリエステル100％
◎裾ファスナー無し ◎ポケットファスナー無し
（中国製・日本製）

A60PE-10001
ホワイト×ブラック×ブラック

14 ネイビー×
チャコール×ホワイト

62 レッド×ブラック
×ホワイト

95 ブラック×オレンジ
×ホワイト

96 ブラック×レッド
×レッド

97 ブラック×ホワイト
×ホワイト
ウォームアップハーフパンツ

A60EP-100□□ NEW
￥5,250（本体￥5,000）
SS. S. M. L. O. XO. 2XO
（JASPO）
◆股下L寸：30.5cm
本体：スクエアドライニット ポリエステル100％
メッシュ部：エアロクール2WAYメッシュ
ポリエステル100％
◎ポケットファスナー無し
（中国製・日本製）

A60EP-10001
ホワイト×ブラック×ブラック
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14 ネイビー×
チャコール×ホワイト

62 レッド×ブラック
×ホワイト

95 ブラック×オレンジ
×ホワイト

96 ブラック×レッド
×レッド

97 ブラック×ホワイト
×ホワイト

TRAINING WEAR
ＭＩ
ＺＵＮＯ ＣＯＬＯＲＳのウォームアップが、
さらに軽量で動きやすく進化。
ウォームアップシャツ

51SB-120□□ NEW
￥8,610（本体￥8,200）

51SB-12076
ホワイト×ブラック×レッド

S. M. L. O. XO
◆胸回りL寸：114cm、
後丈L寸：74.5cm
フィールドライトニット ポリエステル100％
◎ポケット無し

75 ホワイト×ブラック
×オレンジ

91 ブラック×ブラック
×サックスブルー

97 ブラック×ブラック
×マゼンタ

（中国製）

ウォームアップパンツ

51PE-120□□ NEW
￥7,350（本体￥7,000）
S. M. L. O. XO
◆股下L寸：77cm、
裾巾L寸：16.5cm
フィールドライトニット ポリエステル100％
◎裾ファスナー有り ◎ポケットファスナー無し
（中国製）

バックスタイル

ウォームアップハーフパンツ
95 ブラック
×オレンジ

91 ブラック
×サックスブルー

97 ブラック
×マゼンタ

51EP-120□□ NEW
￥4,725（本体￥4,500）
S. M. L. O. XO

51EP-12096
ブラック×レッド

◆股下L寸：29.5cm
フィールドライトニット ポリエステル100％
◎ポケットファスナー無し

95 ブラック
×オレンジ

51PE-12096
ブラック×レッド

91 ブラック
×サックスブルー

（中国製）

97 ブラック
×マゼンタ

逆サイドスタイル

ウォームアップシャツ

A60SB-103□□ NEW
￥7,560（本体￥7,200）
SS. S. M. L. O. XO
（JASPO）
◆胸回りL寸：123cm、
後丈L寸：70.2cm
シャイニードライ ポリエステル100％
◎ポケットファスナー無し

A60SB-10301 ホワイト

09 ブラック

14 ネイビー

22 ブルー

（日本製）

62 レッド
ウォームアップパンツ
（ワイドパンツ）

A60PE-103□□ NEW
￥6,300（本体￥6,000）
SS. S. M. L. O. XO
（JASPO）
◆股下L寸：77cm、
裾巾L寸：23cm
シャイニードライ ポリエステル100％
◎裾ファスナー無し ◎ポケットファスナー無し
（日本製）

A60PE-10301 ホワイト

09 ブラック

14 ネイビー

22 ブルー

62 レッド

ウォームアップパンツ
（カットパンツ）

A60PE-104□□ NEW
￥6,300（本体￥6,000）
SS. S. M. L. O. XO
（JASPO）
◆股下L寸：75cm、
裾巾L寸：17cm
シャイニードライ ポリエステル100％
◎裾ファスナー有り ◎ポケットファスナー無し
（日本製）

A60PE-10401 ホワイト

09 ブラック

14 ネイビー

22 ブルー

ウォームアップパンツ
（ハーフパンツ）

62 レッド

A60EP-103□□ NEW
￥4,515（本体￥4,300）
SS. S. M. L. O. XO
（JASPO）
◆股下L寸：29.5cm
シャイニードライ ポリエステル100％
◎ポケットファスナー無し

A60EP-10301 ホワイト

09 ブラック

14 ネイビー

22 ブルー

（日本製）

62 レッド
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陸上シルエットを用いたチーム対応ウォームアップ。
ウォームアップシャツ
51SB-13009
ブラック×ホワイト

51SB-130□□ NEW
￥6,825（本体￥6,500）

14 ネイビー×ホワイト

SS. S. M. L. O. XO
◆胸回りL寸：114cm、
後丈L寸：74.5cm
ウエハスニット ポリエステル100％
◎ポケット無し

（中国製）

ウォームアップパンツ

51PE-130□□ NEW
￥6,615（本体￥6,300）
SS. S. M. L. O. XO
◆股下L寸：77cm、
裾巾L寸：16.5cm
ウエハスニット ポリエステル100％
◎ポケットファスナー無し ◎裾ファスナー有り
（中国製）

74 ホワイト×ネイビー

79 ホワイト×ブラック

バックスタイル

51PE-13009 ブラック

14 ネイビー

逆サイドスタイル

09 ブラック

オリジナリティを追求する、
ミズノオリジナルチームウエアオーダーシステム。

詳しくはP.116をご覧下さい

WARM-UP SUITS SEMI ORDER

※マークは参考です。

51SQ-086□□

51SQ-582□□

※マークは参考です。

51SQ-584□□

ウォームアップシャツ
（ボックス型）

ウォームアップシャツ
（ボックス型）

ウォームアップシャツ
（ボックス型）

ウォームアップシャツ
（ボックス型）

￥10,290（本体￥9,800）

￥9,765（本体￥9,300）

￥9,765（本体￥9,300）

￥8,505（本体￥8,100）

51SQ-087□□

51SQ-581□□

51SQ-583□□

51SQ-585□□

ウォームアップシャツ（ブラウジング型）

ウォームアップシャツ（ブラウジング型）

ウォームアップシャツ（ブラウジング型）

ウォームアップシャツ（ブラウジング型）

￥10,500（本体￥10,000）

￥9,975（本体￥9,500）

￥9,975（本体￥9,500）

￥8,715（本体￥8,300）

51PQ-086□□
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51SQ-580□□

※マークは参考です。

51PQ-580□□

51PQ-582□□

51PQ-584□□

ウォームアップパンツ（カットパンツ）

ウォームアップパンツ（カットパンツ）

ウォームアップパンツ（カットパンツ）

ウォームアップパンツ（カットパンツ）

￥8,400（本体￥8,000）

￥7,875（本体￥7,500）

￥7,875（本体￥7,500）

￥7,035（本体￥6,700）

51EQ-086□□

51EQ-580□□

51EQ-582□□

51EQ-584□□

ウォームアップパンツ（ハーフパンツ）

ウォームアップパンツ（ハーフパンツ）

ウォームアップパンツ（ハーフパンツ）

ウォームアップパンツ（ハーフパンツ）

￥6,510（本体￥6,200）

￥5,985（本体￥5,700）

￥5,985（本体￥5,700）

￥5,250（本体￥5,000）

室伏広治
51SQ-087
51PQ-086

TRAINING CLOTH SUITS / WINDBREAKER SUITS
春〜初夏に一枚あると便利なウインドブレーカーシャツ・ハーフパンツ。
ウインドブレーカーシャツ

51WS-110□□ NEW
￥5,670（本体￥5,400）

51WS-11068
D.パープル×ブラック

S. M. L. O
◆胸回りL寸：118cm、
後丈L寸：76.5cm
マイクロフトライトドビー ポリエステル100％
◎裏メッシュ無し ◎ポケット無し
（中国製）

ウインドブレーカーハーフパンツ

バックスタイル

35 グリーン×ブラック

64 ピンク×シルバーグレー

51RF-110□□ NEW
￥4,620（本体￥4,400）
S. M. L. O
◆股下L寸：23.5cm
マイクロフトライトドビー ポリエステル100％
◎裏メッシュ無し ◎ポケットファスナー無し （中国製）

93 ブラック×グリーン
51RF-11098
ブラック×D.パープル

94 ブラック×ピンク

逆サイドスタイル

非対称デザインを採用。肩やひざ裏にメッシュを配置。シャツのＨｅ
ｌ
ｉ
ｘ柄にも注目。
トレーニングクロスシャツ

A60AS-10054
オレンジ×ブラック×Bシルバー

A60AS-100□□ NEW
￥8,610（本体￥8,200）

限定
生産

S. M. L. O. XO
（JASPO）
◆胸回りL寸：119cm、
後丈L寸：70cm
ドライWクロスソフトⅡ ポリエステル100％
◎ポケットファスナー無し
（中国製）

01 ホワイト×オレンジ
×Bシルバー

09 ブラック×ホワイト
×ゴールド

14 ネイビー×マゼンタ
×Bシルバー
トレーニングクロスパンツ

A60AP-100□□ NEW
￥7,350（本体￥7,000）

限定
生産

S. M. L. O. XO
（JASPO）
◆股下L寸：80cm、
裾巾L寸：21.5cm
ドライWクロスソフトⅡ ポリエステル100％
◎裾ファスナー無し ◎ポケットファスナー無し
（中国製）

バックスタイル

09 ブラック×ホワイト
×ゴールド

14 ネイビー×マゼンタ
×Bシルバー

A60AP-10195
ブラック×オレンジ×Bシルバー

トレーニングクロスハーフパンツ

A60AP-101□□ NEW
￥5,250（本体￥5,000）

限定
生産

S. M. L. O. XO
（JASPO）
◆股下L寸：29.5cm
ドライWクロスソフトⅡ ポリエステル100％
◎ポケットファスナー無し
（中国製）

逆サイドスタイル
A60AP-10095
ブラック×オレンジ×Bシルバー

09 ブラック×ホワイト
×ゴールド

14 ネイビー×マゼンタ
×Bシルバー
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一年中活躍するピステタイプのＭＩ
ＺＵＮＯ ＣＯＬＯＲＳウインドブレーカー。
通気量を調整しやすい
ハーフジップ仕様。

51WS-12097
ブラック×マゼンタ

ウインドブレーカーシャツ

51WS-120□□ NEW
￥5,145（本体￥4,900）
91 ブラック×サックスブルー

95 ブラック×オレンジ

96 ブラック×レッド

S. M. L. O. XO
◆胸回りL寸：122cm、
後丈L寸：77cm
マイクロフトライト ポリエステル100％
◎裏メッシュ無し ◎ポケット無し

（中国製）

ウインドブレーカーパンツ

51WP-120□□ NEW
￥5,040（本体￥4,800）
S. M. L. O. XO

バックスタイル

◆股下L寸：77cm、
裾巾L寸：19cm
マイクロフトライト ポリエステル100％
◎裏メッシュ無し ◎裾ファスナー有り
◎ポケットファスナー無し

91 ブラック×サックスブルー

95 ブラック×オレンジ

（中国製）

96 ブラック×レッド

逆サイドスタイル
51WP-12097
ブラック×マゼンタ

バイオギアやＴシャツとの重ね着アイテム。ＭＩ
ＺＵＮＯレイヤードスタイルのウインドブレーカー。
51WS-12196
ブラック×レッド

ウインドブレーカーシャツ

インナーにバイオギア
着用イメージ

51WS-121□□ NEW
￥4,095（本体￥3,900）

91 ブラック×サックスブルー

S. M. L. O
◆胸回りL寸：118cm、
後丈L寸：76.5cm
マイクロフトライト ポリエステル100％
◎裏メッシュ無し ◎ポケット無し

（中国製）

バックスタイル

ウインドブレーカーハーフパンツ

51RF-120□□ NEW
￥3,990（本体￥3,800）
S. M. L. O. XO
◆股下L寸：18cm
マイクロフトライト ポリエステル100％
◎裏メッシュ無し ◎ポケットファスナー無し

（中国製）

逆サイドスタイル

51RF-12096
ブラック×レッド

91 ブラック×サックスブルー

95 ブラック×オレンジ

97 ブラック×マゼンタ

バイオギアシャツ
（ハイネック長袖）

A60BS-900□□
￥3,675（本体￥3,500）
S. M. L. O. XO
（JASPO）
01 ホワイト

A60BS-90009 ブラック
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46 イエロー
NEW

05 グレー
NEW

55 F オレンジ
NEW

14 ネイビー

62 レッド

18 D サックス
NEW

63 エンジ
NEW

24 ブルー

67 D パープル
NEW

33 グリーン
NEW

バックスタイル

◆S.XOサイズは01・09・14・24・62のみ
◆その他の色はM.L.Oサイズ
テクノタッチ
ポリエステル85％・ポリウレタン15％
（中国製・ベトナム製・日本製）

T-SHIRTS
Tシャツ

51TF-120□□ NEW
￥3,990（本体￥3,800）
S. M. L. O. XO
◆胸回りL寸：104cm、
後丈L寸：68cm
フィールドタッチ ポリエステル100％
（インドネシア製）

51TF-12020 サックスブルー×ブラック

54 オレンジ×ブラック

62 レッド×ブラック

63 マゼンタ×ブラック

バックスタイル

75 ホワイト×ブラック×オレンジ

76 ホワイト×ブラック×レッド

91 ブラック×ブラック×サックスブルー

97 ブラック×ブラック×マゼンタ

菅井 洋平
Ｔシャツ：51TF-12097
タイツ：51RT-12097

Ｔシャツ上：51TF-12097
Ｔシャツ下：51TF-12163
タイツ：51RT-12097
（ショート）

室伏 由佳
Ｔシャツ：51TF-12163
タイツ：51RT-12097

レーシングソックス
（アンクル丈）

51UF-120□□ NEW
￥1,050（本体￥1,000）
23-25. 25-27
綿・アクリル・その他
◎滑り止め付き

（中国製）

91 ブラック×サックスブルー

20 サックスブルー×オレンジ

54 オレンジ×グリーン

63 マゼンタ×ピンク

75 ホワイト×オレンジ

76 ホワイト×レッド

96 ブラック×レッド

97 ブラック×マゼンタ
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Tシャツ

51TF-121□□ NEW
￥2,835（本体￥2,700）
S. M. L. O. XO
◆胸回りL寸：105cm、
後丈L寸：68cm
ポリエステル100％
（インドネシア製）

51TF-12101 ホワイト×レッド×ブラック

08 チャコール×マゼンタ×ホワイト

20 サックスブルー×オレンジ×ホワイト

54 オレンジ×グリーン×ホワイト

バックスタイル

62 レッド×イエロー×ホワイト

63 マゼンタ×ピンク×ホワイト

91 ブラック×サックスブルー×ホワイト

96 ブラック×レッド×ホワイト

タイツ、
ソックスともコーディネート可能。MIZUNO COLORSプラクティスシャツ。

信岡 沙希重
Ｔシャツ：51TF-12062
タイツ：51RT-12096

大橋 祐二
Ｔシャツ：51TF-12120
タイツ：51RT-12091

成迫 健児
Ｔシャツ：51TF-12076
タイツ：51RT-12096

室伏 広治
Ｔシャツ：51TF-12154
タイツ：51RT-12295

レーシングタイツ
（ショート）

51RT-120□□ NEW
￥4,515（本体￥4,300）
S. M. L. O. XO
◆股下L寸：12cm
ロイカ
ナイロン80％・ポリウレタン20％
91 ブラック×サックスブルー

83 チャコール×ライトグリーン
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87 チャコール×パープル

96 ブラック×レッド

88 チャコール×ピンク

（中国製）

97 ブラック×マゼンタ

93 ブラック×グリーン

95 ブラック×オレンジ

98 ブラック×D.パープル

T-SHIRTS
ＤＲＹＡＣＣＥＬ採用の吸汗速乾Ｔシャツ。ＭＴＣ着用モデル。

Tシャツ

51TF-100□□ NEW
￥5,565（本体￥5,300）

室伏 広治

S. M. L. O

バックスタイル

◆胸回りL寸：104cm、
後丈L寸：68cm
本体：DRY ACCEL EX
ポリエステル88％・ポリプロピレン12％
後身頃：ポリエステル90％・レーヨン10％
前身頃メッシュ部：ポリエステル100％
フライス：ポリエステル100％
（中国製）

14 ネイビー
吸汗速乾性に優れ、大量の汗も瞬時に肌面から
生地表面に移動させ拡散。発汗時のべたつきを
軽減し、
ウエア内を快適な状態にキープ。

51TF-10009 ブラック

非対称の大胆なデザイン。
ＤＲＹＡＣＣＥＬ採用のプラクティスＴシャツ。

Tシャツ

51TF-110□□ NEW
￥4,410（本体￥4,200）
S. M. L. O
◆胸回りL寸：104cm、
後丈L寸：68cm
DRY ACCEL ポリエステル100％
（インドネシア製）

51TF-11068
ブラック×D.パープル

35 ブラック×グリーン

62 ブラック×レッド

バックスタイル

非対称の大胆なデザイン。
ＤＲＹＡＣＣＥＬ採用のプラクティスＴシャツ。

Tシャツ

51TF-111□□ NEW
￥4,410（本体￥4,200）
S. M. L. O
◆胸回りL寸：104cm、
後丈L寸：68cm
DRY ACCEL ポリエステル100％
（インドネシア製）

51TF-11167
パープル×チャコール

37 ライトグリーン
×シルバーグレー

バックスタイル

64 ピンク
×シルバーグレー

01 ホワイト×レッド

08 チャコール×サックスブルー

20 サックスブルー×ブラック

51TF-13097
ブラック×マゼンタ

Tシャツ

51TF-130□□ NEW
￥2,835（本体￥2,700）
S. M. L. O
◆胸回りL寸：105cm、
後丈L寸：68cm
ポリエステル100％
（インドネシア製）

54 オレンジ×ホワイト

62 レッド×ブラック

01 ホワイト×オレンジ

63 マゼンタ×ライトグリーン

62 レッド×ブラック

96 ブラック×レッド

バックスタイル

63 マゼンタ×ブラック
Tシャツ

51TF-13108
チャコール×マゼンタ

51TF-131□□ NEW
￥2,835（本体￥2,700）
S. M. L. O
◆胸回りL寸：104cm、
後丈L寸：68cm
ポリエステル100％
（インドネシア製）

91 ブラック×サックスブルー

96 ブラック×レッド

バックスタイル
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Tシャツ

51TF-132□□ NEW
￥2,835（本体￥2,700）
S. M. L. O
◆胸回りL寸：105cm、
後丈L寸：68cm
ポリエステル100％
（インドネシア製）

51TF-13220
サックスブルー

01 ホワイト

バックスタイル

09 ブラック

Tシャツ

51TF-133□□ NEW
￥2,835（本体￥2,700）
S. M. L. O
◆胸回りL寸：105cm、
後丈L寸：68cm
ポリエステル100％
（インドネシア製）

バックスタイル
51TF-13309 ブラック

01 ホワイト

63 マゼンタ

スウェットシャツ

51MF-080□□
￥4,725（本体￥4,500）
S. M. L. O. XO
◆胸回りL寸：106cm、
後丈L寸：71cm
本体：綿60％・ポリエステル40％
フライス：綿98％・ポリウレタン2％
（インドネシア製）

51MF-08096 ブラック×レッド

64 ピンク×ブラック

91 ブラック×サックスブルー

97 ブラック×マゼンタ

NEWカラー

NEWカラー

バックスタイル

ポロシャツ

A75HM-130□□ NEW
￥4,095（本体￥3,900）
SS. S. M. L. O. XO
（JASPO）
01 ホワイト

08 ダークグレー

09 ブラック

14 ネイビー

21 アクアブルー

38 Fグリーン

43 レモンイエロー

62 レッド

65 ライトピンク

69 ラベンダー

◆XOサイズは01・09・14のみ
メッシュリバース ポリエステル100％
（インドネシア製・日本製）

25 シアン

バックスタイル

A75HM-13054 キャロット

Tシャツ
（陸上シルエット）

87WT-700□□
￥1,050（本体￥1,000）
SS. S. M. L. O. XO
（JASPO）
◆胸回りL寸：105cm、
後丈L寸：68cm
ポリエステル100%

（中国製）

※マーキングは参考となります。
※マーキングは価格に含まれません。

87WT-70001 ホワイト

Tシャツ

87WT-201□□
（ホワイト）
￥1,890（本体￥1,800）
（Jr）
￥1,785（本体￥1,700）
01
ホワイト

09
ブラック

14
ネイビー

22
ロイヤルブルー

（カラー）
￥2,205（本体￥2,100）
（Jr）
￥2,100（本体￥2,000）
SS. S. M. L. O. XO. 2XO
（JASPO）
130. 140. 150
（JIS）

54
オレンジ
87WT-20109 ブラック
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62
レッド

64
ピンク

※マーキングは参考となります。
※マーキングは価格に含まれません。

◆胸回りL寸：110cm、
後丈L寸：68cm
ハニカム
綿55%・ポリエステル45%
（中国製・日本製）

CAP / SOCKS
表面に撥水加工を施した撥水CAP。

ウエアとのトータルコーディネイトを考慮した、
MIZUNO COLORS キャップ＆ソックス

レーシングキャップ

51BF-100□□ NEW
￥3,045（本体￥2,900）
M. L
◆頭回りM
（57cm）
、L
（59cm）
スプラッシュガード ポリエステル100％
（中国製）

51BF-10001 ホワイト
レーシングキャップ

51BF-120□□ NEW
￥1,785（本体￥1,700）
M. L

09 ブラック

◆頭回りM
（57cm）
、L
（59cm）
ポリエステル100％

バックスタイル

（中国製）
バックスタイル
51BF-12076 ホワイト×レッド

9cm

アーチハンモックソックス
（アンクル丈）

51UF-101□□ NEW
￥2,100（本体￥2,000）
23-25. 25-27
54 オレンジ×ブラック

62 レッド×ブラック

ポリエステル・ナイロン・綿・アクリル・ポリウレタン・
指定外繊維
（ドライベクター）
◎滑り止め付き
（日本製）

63 マゼンタ×ブラック

51UF-10109
ブラック×レッド

64 ピンク×シルバーグレー

68 D.パープル×ブラック

75 ホワイト×オレンジ

54 オレンジ×グリーン

96 ブラック×レッド

8cm

レーシングソックス
（アンクル丈）

51UF-120□□ NEW
￥1,050（本体￥1,000）
23-25. 25-27
綿・アクリル・その他
◎滑り止め付き

（中国製）

ジャガード柄が新鮮なソックス。滑り止め付で機能面も充実。
8cm

51UF-12091
ブラック×サックスブルー

レーシングソックス
（アンクル丈）

51UF-111□□ NEW
￥1,260（本体￥1,200)
23-25. 25-27
綿・アクリル・その他
◎滑り止め付き
20 サックスブルー×オレンジ

54 オレンジ×グリーン

（日本製）

63 マゼンタ×ピンク
35 ブラック×グリーン

51UF-11196
ブラック×レッド

8cm

レーシングソックス
（アンクル丈）

51UF-112□□ NEW
￥1,260（本体￥1,200)
75 ホワイト×オレンジ

76 ホワイト×レッド

96 ブラック×レッド

23-25. 25-27

97 ブラック×マゼンタ

綿・アクリル・その他
◎滑り止め付き

（日本製）

8cm

レーシングソックス（5本指／アンクル丈）

68 D.パープル

51UF-11237
ライトグリーン

51UF-015□□
￥1,260（本体￥1,200）

8cm

レーシングソックス
（アンクル丈）

51UF-113□□ NEW
￥1,260（本体￥1,200)

23-25. 25-27
綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン
◎滑り止め付き

（中国製）

23-25. 25-27
綿・アクリル・その他
◎滑り止め付き

NEW 51UF-01554
オレンジ×グリーン

51UF-11364 ピンク

（日本製）

67 パープル

8cm

20 サックスブルー×オレンジ
NEW

62 レッド×ブラック

レーシングソックス
（アンクル丈2足組）

64 マゼンタ×ピンク
NEW

51UF-130□□ NEW
￥1,260（本体￥1,200）
23-25. 25-27. 27-29
綿・アクリル・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
◎滑り止め付き
（中国製）

71 ホワイト×サックスブルー
NEW

76 ホワイト×レッド

95 ブラック×オレンジ

96 ブラック×レッド

ブラック×レッド

ブラック×グリーン

51UF-13009
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レーシングソックス
（アンクル丈）

レーシングソックス
（5本指／アンクル丈）

51UF-140□□ NEW
￥1,260（本体￥1,200）

51UF-145□□ NEW
￥1,260（本体￥1,200）

23-25. 25-27. 27-29

23-25. 25-27. 27-29

綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
◎滑り止め付き
（日本製）

綿・アクリル・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
◎滑り止め付き
（日本製）
6cm

6.5cm

51UF-14001 ホワイト

09 ブラック

51UF-14501 ホワイト

14 ネイビー

25 プラネットブルー

09 ブラック

62 レッド

14 ネイビー

25 プラネットブルー

62 レッド

レーシングソックス
（アンクル丈）

レーシングソックス
（5本指／アンクル丈）

51UF-141□□ NEW
￥1,260（本体￥1,200）

51UF-146□□ NEW
￥1,260（本体￥1,200）

23-25. 25-27. 27-29

23-25. 25-27. 27-29

綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
（日本製）

綿・アクリル・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
（日本製）
6cm

6.5cm

51UF-14101 ホワイト

09 ブラック

51UF-14601 ホワイト

14 ネイビー
14 ネイビー

09 ブラック

レーシングソックス
（ショート丈）

レーシングソックス
（5本指／ショート丈）

51UF-142□□ NEW
￥1,260（本体￥1,200）

51UF-147□□ NEW
￥1,260（本体￥1,200）
23-25. 25-27. 27-29

23-25. 25-27. 27-29
綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン
◎滑り止め付き

綿・アクリル・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
◎滑り止め付き
（日本製）

（日本製）
11cm

11cm

51UF-14201 ホワイト
51UF-14701 ホワイト

09 ブラック

14 ネイビー

25 プラネットブルー

09 ブラック

62 レッド

14 ネイビー

25 プラネットブルー

レーシングソックス
（ショート丈）

レーシングソックス
（5本指／ショート丈）

51UF-143□□ NEW
￥1,260（本体￥1,200）

51UF-148□□ NEW
￥1,260（本体￥1,200）

23-25. 25-27. 27-29

23-25. 25-27. 27-29
綿・アクリル・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
（日本製）

綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン
（日本製）

11cm

11cm

51UF-14301 ホワイト

09 ブラック
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51UF-14801 ホワイト

14 ネイビー

62 レッド

09 ブラック

14 ネイビー

ME N'S
バイオギアシャツ
（ハイネック長袖）

バイオギアタイツ
（ハーフ）

A60BS-100□□ NEW
￥5,565（本体￥5,300）

A60BP-011□□
￥5,040（本体￥4,800）

S. M. L. O. XO
バックスタイル

S. M. L. O. XO
（JASPO）

テクノタッチ
ポリエステル85％・ポリウレタン15％

◆股下L寸：21cm
テクノタッチUV
ポリエステル72％・ポリウレタン28％

（中国製）

（中国製）

UPF
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A60BS-10094 ブラック×ピンク

A60BP-01109 ブラック

01 ホワイト×ブラック

24 ブルー×レッド

62 レッド×ブラック

96 ブラック×レッド

バイオギアシャツ
（ハイネック長袖）

バイオギアシャツ
（ハイネック長袖）

A60BS-110□□ NEW
￥6,090（本体￥5,800）

A60BS-900□□
￥3,675（本体￥3,500）

S. M. L. O. XO
（JASPO）
バックスタイル

S. M. L. O. XO
（JASPO）

テクノタッチUV
ポリエステル72％・ポリウレタン28％

◆S.XOサイズは01・09・14・24・62のみ
◆その他の色はM.L.Oサイズ
テクノタッチ
ポリエステル85％・ポリウレタン15％
（中国製・ベトナム製・日本製）

（中国製）

UPF
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A60BS-11009
ブラック×ブラック

バックスタイル

A60BS-90009 ブラック
01 ブラック×ホワイト

24 ブラック×ブルー 45 ブラック×イエロー

62 ブラック×レッド

バイオギアシャツ
（ハイネック半袖）

A60BS-015□□
￥5,250（本体￥5,000）
S. M. L. O. XO
（JASPO）
バックスタイル

テクノタッチUV
ポリエステル72％・ポリウレタン28％

（中国製）

01 ホワイト

05 グレー
NEW

14 ネイビー

18 D サックス
NEW

24 ブルー

33 グリーン
NEW

UPF
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A60BS-01509
ブラック×ブラック

46 イエロー
NEW

01 ホワイト×ブラック

24 ブルー×ブラック

45 イエロー×ブラック

55 F オレンジ
NEW

62 レッド

63 エンジ
NEW

67 D パープル
NEW

62 レッド×ブラック

バイオギアタイツ
（ロング）

バイオギアシャツ
（ハイネック半袖）

A60BP-010□□
￥6,300（本体￥6,000）

A60BS-905□□
￥3,360（本体￥3,200）

S. M. L. O. XO
（JASPO）

S. M. L. O. XO
（JASPO）

テクノタッチUV
ポリエステル72％・ポリウレタン28％

テクノタッチ
ポリエステル85％・ポリウレタン15％
（中国製・ベトナム製・日本製）

（中国製）

UPF
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A60BP-01009 ブラック

A60BS-90509 ブラック

バックスタイル
01 ホワイト

14 ネイビー
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ME N'S

WOMEN 'S
バイオギアシャツ
（丸首半袖）

バイオギアシャツ
（ハイネック長袖）

A60BS-906□□
￥3,360（本体￥3,200）

A76BS-900□□
￥3,675（本体￥3,500）

S. M. L. O. XO
（JASPO）

S. M. L. O
（JASPO）

テクノタッチ
ポリエステル85％・ポリウレタン15％
（中国製・ベトナム製・日本製）

テクノタッチ
ポリエステル85％・ポリウレタン15％
（中国製・ベトナム製・日本製）

バックスタイル

A60BS-90609 ブラック

A76BS-90009 ブラック
01 ホワイト

14 ネイビー

24 ブルー

62 レッド

バイオギアシャツ
（Vネックノースリーブ）

A60BS-907□□
￥3,150（本体￥3,000）
S. M. L. O. XO
（JASPO）
テクノタッチ
ポリエステル85％・ポリウレタン15％
（中国製・ベトナム製・日本製）

01 ホワイト

19 サックス

65 ピンク

67 ラベンダー

J UN IOR
バイオギアシャツ
（ハイネック長袖）

バックスタイル

A35BS-900□□
￥3,465（本体￥3,300）
130. 140. 150. 160
（JIS）
テクノタッチ
ポリエステル85％・ポリウレタン15％
（中国製・ベトナム製・日本製）

A60BS-90709 ブラック
01 ホワイト

14 ネイビー

24 ブルー

62 レッド

バイオギアタイツ
（ロング）

A60BP-900□□
￥4,095（本体￥3,900）

A35BS-90009 ブラック

S. M. L. O. XO
（JASPO）
テクノタッチ
ポリエステル85％・ポリウレタン15％
（中国製・ベトナム製・日本製）

バックスタイル
バックスタイル

A60BP-90009 ブラック
14 ネイビー

バイオギアタイツ
（ハーフ）

A60BP-901□□
￥3,045（本体￥2,900）
S. M. L. O. XO
（JASPO）
◆股下L寸：21cm
テクノタッチ
ポリエステル85％・ポリウレタン15％
（中国製・ベトナム製・日本製）

室伏広治
A60BS-90009

バックスタイル

A60BP-90109 ブラック

14 ネイビー
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01 ホワイト

24 ブルー

62 レッド

RUNNING APPAREL
ランニングTシャツ

限定
生産

A67TF-140□□ NEW
￥5,670（本体￥5,400）
S. M. L. O
ポリエステル100％
◎再帰反射MRBプリント

（インドネシア製）

UPF
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バックスタイル
09 オーラ×ブラック×ブラック

91 オーラ×ブルー×ブラック

94 オーラ×イエロー×ブラック

MEN'S
COLLECTION
ランニングを楽しむための機能と
オーラカラーが心地よい
メンズコレクション。

着用品番：A67TF-14094、A67RM-14109

09 ブラック×ブラック

91 ブラック×ブルー

92 ブラック×オレンジ

バイオギアタイツ
（バイオフレームロング）

93 ブラック×グリーン

95 ブラック×イエロー

96 ブラック×レッド

ヒザサポートで、心地よく、
スムーズに走る。

A67BP-100□□ NEW
￥8,295（本体￥7,900）
S. M. L. O. XO
（JASPO）

走りやすさを重視したヒザ・ふとももサポートタイプ。

ロイカ
本体：ナイロン80％・ポリウレタン20％
裏地メッシュ部：ナイロン83％・ポリウレタン17％
◎再帰反射MRBプリント
（中国製）
バックスタイル

サイドスタイル

ヒザを締めつけることで、脚の前後左右へのブレを制御し、
ヒザサポー
ポート
正しいフォームへと導きます。ヒザが内や外に流れにくくなる
ので、負担が軽減、
スムーズな走りにつながります。ふとももの 内側と外側に配置した樹脂で
サポートで、脚の蹴り上げ動作が軽やかになります。
ヒザ周りを安定させる。

ふとももサポート
裏側のパワーネット構造で着地
時にふとももをサポート。
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MEN'S COLLECTION

ランニングTシャツ

A67TF-111□□ NEW
￥1,995（本体￥1,900）
S. M. L. O
ポリエステル100％
◎再帰反射MRBプリント

（インドネシア製）

バックスタイル
01 ホワイト

09 ブラック

35 グリーン

45 イエロー

ランニングノースリーブシャツ

限定
生産

A67QF-111□□ NEW
￥5,145（本体￥4,900）
S. M. L. O
ポリエステル100％
◎再帰反射MRBプリント

（インドネシア製）

バックスタイル
09 ブラック×オーラ

23 ブルー×オーラ

45 イエロー×オーラ

01 ホワイト×オーラ

09 ブラック×オーラ
ランニングインナーシャツ

限定
生産

A67BS-111□□ NEW
￥4,095（本体￥3,900）
S. M. L. O
ポリエステル86％・ポリウレタン14％
◎再帰反射MRBプリント

（タイ製）

バックスタイル

UPF
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バックスタイル

A67BP-11199 オーラ
ランニングインナータイツ

限定
生産

A67BP-111□□ NEW
￥6,195（本体￥5,900）
M. L. O
◆股下L寸：36.5cm
ポリエステル86％・ポリウレタン14％
◎再帰反射MRBプリント

07 チャコール×オーラ

（タイ製）

09 ブラック×オーラ

ランニングパンツ

A67RM-141□□NEW
￥4,410（本体￥4,200）
S. M. L. O
逆サイドスタイル
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◆股下L寸：20cm
ポリエステル100％
◎インナーなし ◎コインポケット付 ◎zipperポケット付
◎再帰反射MRBプリント
（ベトナム製）

RUNNING APPAREL

MEN'S COLLECTION

様々なランナーにフィットするデザインと快適素材をマッチさせたモデル。

ランニングTシャツ

A67TF-105□□ NEW
￥3,675（本体￥3,500）
S. M. L. O
ポリエステル100％
◎再帰反射MRBプリント

（インドネシア製）

UPF
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A67TF-10571 ホワイト×ブルー
バックスタイル

23 ブルー×ホワイト

35 グリーン×ホワイト 45 イエロー×ブラック

62 レッド×ブラック

91 ブラック×ブルー
着用品番：A67TF-11245、A67RM-11194、A67BP-10095

ランニングハーフzipTシャツ

ランニングTシャツ

A67TF-107□□ NEW
￥3,885（本体￥3,700）

A67TF-112□□ NEW
￥2,415（本体￥2,300）

S. M. L. O

S. M. L. O

ポリエステル100％
◎再帰反射MRBプリント

ポリエステル100％
◎再帰反射MRBプリント

（インドネシア製）

（インドネシア製）

UPF
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A67TF-10794 ブラック×イエロー

23 ブルー×ホワイト

バックスタイル

35 グリーン×ホワイト

71 ホワイト×ブルー

74 ホワイト×イエロー

バックスタイル

A67TF-11223 ブルー×ホワイト

91 ブラック×ブルー

01 ホワイト×ブルー

45 イエロー×ホワイト

ランニングパンツ

ランニングパンツ

A67RM-107□□NEW
￥4,410（本体￥4,200）
逆サイドスタイル

A67RM-111□□ NEW
￥2,940（本体￥2,800）

S. M. L. O

S. M. L. O

◆股下L寸：15cm
ポリエステル100％
◎インナー無し ◎コインポケット付 ◎再帰反射MRBプリント
◎zipperポケット付
（ベトナム製）

◆股下L寸：15cm
ポリエステル100％
◎インナーなし ◎コインポケット付
◎再帰反射MRBプリント

バックスタイル

45 イエロー×ブラック

91 ブラック×ブルー

94 ブラック×イエロー

逆サイドスタイル

バックスタイル

91 ブラック×ブルー

ランニングタイツ
（3/4丈）

94 ブラック×イエロー

ランニングパンツ
（3/4丈）

A67RT-106□□ NEW
￥4,725（本体￥4,500）

A67RM-112□□ NEW
￥4,095（本体￥3,900）

M. L. O

S. M. L. O

◆股下L寸：36.5cm
本体：ポリエステル92％・ポリウレタン8％
切替部：ポリエステル100％
メッシュ部：ポリエステル85％・ポリウレタン15％
◎コインポケット付 ◎再帰反射MRBプリント
（インドネシア製）

バックスタイル

（ベトナム製）

A67RM-11109 ブラック×ブラック

A67RM-10709 ブラック×ブラック

23 ブルー×ブラック

62 レッド×ブラック

バックスタイル

◆股下L寸：37.5cm
ポリエステル100％
◎裏地メッシュ付 ◎コインポケット付
◎再帰反射MRBプリント

（ベトナム製）

逆サイドスタイル

A67RT-10691 ブラック×ブルー

A67RM-11209 ブラック×ブラック
07 チャコール×ブラック 09 ブラック×ブラック 94 ブラック×イエロー

07 チャコール×ブラック

I-59
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RUNNING APPAREL

WOMEN'S COLLECTION

WOMEN'S
COLLECTION
オーラデザインをスタイリッシュに着こなす、
ウィメンズコレクション。

着用品番：A77TF-14201、A77RW-14163、A77BP-10097

A77TF-14201 ホワイト×オーラ

09 ブラック×オーラ

63 マゼンタ×オーラ

ランニングTシャツ

A77TF-142□□ NEW
￥3,780（本体￥3,600）
S. M. L
ポリエステル100％
◎再帰反射MRBプリント
（インドネシア製）

バックスタイル

UPF

25

A77RW-14109 ブラック×オーラ

63 マゼンタ×オーラ

ランニングスカート

バックスタイル

A77RW-141□□NEW
￥4,410（本体￥4,200）
S. M. L
ポリエステル92％・ポリウレタン8％
◎コインポケット付 ◎再帰反射MRBプリント
（インドネシア製）

A77TF-14109 ブラック×オーラ

バックスタイル
13 インディゴブルー×オーラ

65 マゼンタ×オーラ

ランニングTシャツ

A77BS-11101 ホワイト×オーラ

A77BP-111□□ NEW
￥6,195（本体￥5,900）

ランニングインナーシャツ

A77TF-141□□ NEW
￥4,620（本体￥4,400）

A77BS-111□□ NEW
￥4,095（本体￥3,900）

S. M. L

S. M. L
◆股下M寸：41cm
ポリエステル86％・ポリウレタン14％
◎再帰反射MRBプリント

S. M. L

ポリエステル100％
◎再帰反射MRBプリント
（インドネシア製）

UPF

25

バックスタイル

ポリエステル86％・ポリウレタン14％
◎再帰反射MRBプリント

A77BP-11199 オーラ

ランニングインナータイツ

09 ブラック×オーラ

（タイ製）

UPF

40

バックスタイル
この商品は薄い生地を使用しています。
ランニングスカート等を合わせて着用して下さい。

I-60
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（タイ製）

RUNNING APPAREL

バイオギアタイツ
（バイオフレームロング）

A77BP-100□□ NEW
￥8,295（本体￥7,900）
S. M. L. O
（JASPO）
ロイカ
本体：ナイロン80％・ポリウレタン20％
裏地メッシュ部：ナイロン83％・ポリウレタン17％
内股裏部：ナイロン100％
◎再帰反射MRBプリント
（中国製）
バックスタイル

サイドスタイル

女 性らしさを表 現しながら、機 能 面も充 実 。

A77BP-10009 ブラック×ブラック

91 ブラック×ブルー

92 ブラック×オレンジ

WOMEN'S
COLLECTION
ランニングTシャツ

A77TF-110□□ NEW
￥3,360（本体￥3,200）
S. M. L
ポリエステル100％
◎再帰反射MRBプリント
94 ブラック×マゼンタ

95 ブラック×イエロー

（インドネシア製）

97 ブラック×パープル

UPF

25

ヒザ サポートで、美しく、軽やか に走る。
ふとももサポート
A77TF-11026 ブルー×
マゼンタ×ホワイト

裏側のパワーネット構造
で着 地 時 にふとももを
サポート。

01 ホワイト×マゼンタ
×ブルー

44 イエロー×マゼンタ
×ブルー

63 マゼンタ×ブラック
×ブルー

ランニングパンツ

A77RW-112□□NEW
￥3,780（本体￥3,600）

ヒザサポート

S. M. L
◆股下M寸：8cm
ポリエステル100％
◎コインポケット付 ◎再帰反射MRBプリント
（ベトナム製）

内側と外側に配置した樹
脂でひざ周りを安定させる。

A77RW-11296
ブラック×マゼンタ×ブルー

重要部位であるヒザとふとももをしっかりとサポート。
ヒザとふとももをしっかり締めつけます。ヒザのサポートで、脚の前後左右の
ブレを制御。ヒザが内や外に流れにくくなるので、負担が軽減します。ふとも
ももサポートするので、蹴り上げ動作がラクになり、
ランニングがスムーズに。

サポート部分
26 ブルー×マゼンタ
×ホワイト

63 マゼンタ×ブラック
×ブルー

バックスタイル

I-61
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WOMEN'S COLLECTION

ランニングチュニック

A77TF-140□□ NEW
￥4,410（本体￥4,200）
S. M. L
ポリエステル100％
◎再帰反射MRBプリント

（インドネシア製）

UPF

25

バックスタイル

A77TF-14009 ブラック

01 ホワイト

13 インディゴブルー

着用品番：A77TF-13063、A77RW-13009

ランニングロングスリーブTシャツ

ランニングTシャツ

A77SP-130□□ NEW
￥2,415（本体￥2,300）

A77TF-130□□ NEW
￥1,995（本体￥1,900）
S. M. L

S. M. L

ポリエステル100％
◎再帰反射MRBプリント

ポリエステル100％
◎再帰反射MRBプリント

（インドネシア製）

A77TF-13009 ブラック×マゼンタ

A77SP-13063 マゼンタ×ホワイト

バックスタイル

01 ホワイト×マゼンタ

26 ブルー×ホワイト

（インドネシア製）

バックスタイル

63 マゼンタ×ホワイト

09 ブラック×マゼンタ

26 ブルー×ホワイト

ランニングタイツ
（3/4丈）

ランニングパンツ
（3/4丈）

A77RT-111□□ NEW
￥4,095（本体￥3,900）

A77RW-130□□NEW
￥3,780（本体￥3,600）
S. M. L

S. M. L

◆股下M寸：43cm
ポリエステル100％
◎再帰反射MRBプリント ◎裏地メッシュ付
（ベトナム製）

◆股下M寸：47cm
ポリエステル92％・ポリウレタン8％
◎コインポケット付 ◎再帰反射MRBプリント
（インドネシア製）

A77RW-13009 ブラック

A77RT-11109
ブラック×マゼンタ×ブルー
07 チャコール

I-62
※(63)

07 チャコール×ブルー
×ホワイト
バックスタイル

もう一枚、筋肉を履く感覚。
運動学・解剖学に基づき、
ウレタン樹脂の密度と方向性を変化させ適所に配置し、生地のテン
ションを調節。関節・筋肉をサポートするため下半身の安定感がアップします。
※特許出願中

ME N'S

WOMEN 'S
バイオギアタイツ
（バイオフレームロング）

バイオギアタイツ
（バイオフレームロング）

A60BP-020□□
￥16,800（本体￥16,000）

A76BP-020□□
￥16,800（本体￥16,000）

S. M. L. O. XO
（JASPO）
バックスタイル サイドスタイル

A60BP-02009
ブラック×ブラック

91 ブラック
×ブルー
NEW

S. M. L. O
（JASPO）

ロイカ ナイロン80％・ポリウレタン20％

95 ブラック
×イエロー
NEW

96 ブラック
×レッド

（中国製）

98 ブラック
×チタングレー

バックスタイル

サイドスタイル

09 ブラック
×ブラック

A76BP-02007
チャコールグレー×ピンク

バイオギアタイツ
（バイオフレームセミロング）

91 ブラック
×ブルー

95 ブラック
×イエロー

NEW

NEW

96 ブラック
×レッド

S. M. L. O
（JASPO）
（中国製）

98 ブラック
×チタングレー

バックスタイル

サイドスタイル

S. M. L. O. XO
（JASPO）

09 ブラック
×ブラック

A76BP-03007
チャコールグレー×ピンク

S. M. L. O. XO
（JASPO）

限定
生産

95 ブラック
×イエロー

94 ブラック
×マゼンタ
NEW

A77BP-100□□ NEW
￥8,295（本体￥7,900）
S. M. L. O
（JASPO）

ロイカ 本体：ナイロン80％・ポリウレタン20％
バックスタイル サイドスタイル
裏地：
メッシュ部 ナイロン83％・ポリウレタン17％
（中国製）

93 ブラック
×グリーン

91 ブラック
×ブルー
NEW

バイオギアタイツ
（バイオフレームロング）

A67BP-100□□ NEW
￥8,295（本体￥7,900）

限定
生産

NEW

ロイカ 本体：ナイロン80％・ポリウレタン20％
裏地：
メッシュ部 ナイロン83％・ポリウレタン17％
バックスタイル サイドスタイル
内股裏部：ナイロン100％
（中国製）

バイオギアタイツ
（バイオフレームロング）

92 ブラック
×オレンジ

NEW

S. M. L. O
（JASPO）

91 ブラック×ブルー 95 ブラック×イエロー 96 ブラック×レッド 98 ブラック×チタングレー
NEW
NEW

限定
生産

94 ブラック
×マゼンタ

A76BP-030□□
￥10,290（本体￥9,800）

ロイカ 表地：ナイロン80％・ポリウレタン20％
裏地：ナイロン83％・ポリウレタン17％
バックスタイル サイドスタイル
（中国製）

09 ブラック
×ブラック

91 ブラック
×ブルー

バイオギアタイツ
（バイオフレームロング）

A60BP-030□□
￥10,290（本体￥9,800）

A67BP-10091
ブラック×ブルー

ロイカ 本体：ナイロン80％・ポリウレタン20％
内股裏部：ナイロン100％
（中国製）

09 ブラック
×ブラック

A76BP-02707
チャコールグレー×ピンク

バイオギアタイツ
（バイオフレームロング）

A60BP-03009
ブラック×ブラック

94 ブラック
×マゼンタ
NEW

A76BP-027□□
￥13,650（本体￥13,000）

S. M. L. O. XO
（JASPO）

A60BP-02709
ブラック×ブラック

91 ブラック
×ブルー
NEW

バイオギアタイツ
（バイオフレームセミロング）

A60BP-027□□
￥13,650（本体￥13,000）
バックスタイル サイドスタイル ロイカ ナイロン80％・ポリウレタン20％

ロイカ 本体：ナイロン80％・ポリウレタン20％
内股裏部：ナイロン100％
（中国製）

96 ブラック
×レッド

バックスタイル サイドスタイル

限定
生産

A77BP-10091
ブラック×ブルー

09 ブラック
×ブラック

限定
生産

ロイカ 本体：ナイロン80％・ポリウレタン20％
裏地：
メッシュ部 ナイロン83％・ポリウレタン17％
内股裏部：ナイロン100％
（中国製）

92 ブラック
×オレンジ

94 ブラック
×マゼンタ

限定
生産

95 ブラック
×イエロー

97 ブラック
×パープル

バイオギアサポーター（フクラハギ用）

A60BU-010□□
￥1,680（本体￥1,600）
S：足首回り16〜21cm
フクラハギ回り
（最大値）
28〜34cm
M：足首回り19〜23cm
フクラハギ回り
（最大値）
32〜38cm
L：足首回り21〜25cm
フクラハギ回り
（最大値）
36〜42cm
A60BU-01001 ホワイト

09 ブラック

24 ブルー

45 イエロー

54 オレンジ

62 レッド

67 パープル

ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
◎フック付き箱入り

（日本製）

I-63
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RUNNING ACCESSORIES
ランニングコンパクトキャップ

ランニングメッシュキャップ

A67BF-101□□ NEW
￥2,730（本体￥2,600）

A67BF-103□□ NEW
￥2,520（本体￥2,400）

S. M. L

フリー

◆65ピンクはSサイズのみ
◆S
（54〜56cm）
、M
（56〜58cm）
、L
（58〜60cm）
ポリエステル100％
◎再帰反射MRBプリント
（中国製）

◆F
（58〜60cm）
本体：ポリエステル100％
メッシュ部：ナイロン80％・ポリウレタン20％

A67BF-10101 ホワイト

09 ブラック

（中国製）

A67BF-10309 ブラック×ブラック

65 ピンク
バックスタイル

96 ブラック×ピンク

バックスタイル

ランニングキャップ

ランニングサンバイザー

A67BF-104□□ NEW
￥1,890（本体￥1,800）

A67BF-102□□ NEW
￥2,415（本体￥2,300）

A67BF-10201 ホワイト

S. M. L

S. M. L

◆65ピンクはSサイズのみ
◆S
（54〜56cm）
、M
（56〜58cm）
、L
（58〜60cm）
ポリエステル100％
◎再帰反射MRBプリント
（中国製）

◆S
（54〜56cm）
、M
（56〜58cm）
、L
（58〜60cm）
ポリエステル100％
（中国製）

A67BF-10401 ホワイト

09 ブラック

09 ブラック

65 ピンク

A67BF-10601 ホワイト

ランニングネッククーラー

09 ブラック

バックスタイル

ランニングタオルマフラー

A77BF-10726 ブルー

A67BF-106□□ NEW
￥2,625（本体￥2,500）

A77BF-107□□ NEW
￥1,470（本体￥1,400）

ユニセックス

幅33×長さ140cm

表地：ポリエステル100％
裏地：ポリエステル54％・
指定外繊維
（アイスタッチ）
46％

綿100％

（日本製）

（日本製）

44 イエロー

63 マゼンタ

ランニングネックカバー

ランニングサンシェード

A67BF-105□□ NEW
￥1,575（本体￥1,500）

A67BF-004□□
￥1,890（本体￥1,800）

フリー

F
（54cm〜58cm）

ポリエステル100％
◎再帰反射MRBプリント

スーパースパッタリングクロス
ポリエステル100％

（インドネシア製）

（中国製）

UPF

25

A67BF-10509
ブラック×ブラック

26 ブルー×マゼンタ

NEW A67BF-00401 ホワイト

63 マゼンタ×ブルー

ランニングアームカバー

ランニンググローブ

A77BK-101□□ NEW
￥2,625（本体￥2,500）

A77BK-102□□ NEW
￥2,205（本体￥2,100）

女性用

女性用

ポリエステル72％・ポリウレタン28％
◎再帰反射MRBプリント

本体：ポリエステル72％・ポリウレタン28％
メッシュ：ポリエステル100％
◎再帰反射MRBプリント

（中国製）

UPF

09 ブラック

15

A77BK-10101
ホワイト
A77BK-10201 ホワイト

09 ブラック
65 ピンク

I-64
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65 ピンク

限定
生産

（中国製）

RUNNING ACCESSORIES

24 ターコイズ×
グリーン×オレンジ

A67UF-10106
杢グレー×ピンク×オレンジ

24 ターコイズ×
グリーン×オレンジ

54 オレンジ×
パープル×レッド

67 パープル×
グリーン×オレンジ

77 ホワイト×
オレンジ×パープル

A67UF-10306
杢グレー×ピンク×オレンジ

ランニングアーチ ハンモックソックス
（アンクル丈）

67 パープル×
グリーン×オレンジ

A67UF-10273
ホワイト×グリーン×パープル

77 ホワイト×
オレンジ×パープル

ランニングアーチハンモック5本指ソックス（アンクル丈）

A67UF-101□□ NEW
￥1,890（本体￥1,800）

77 ホワイト×オレンジ
×パープル

ランニングアーチハンモックソックス薄手（アンクル丈） 限定

A67UF-103□□ NEW
￥2,415（本体￥2,300）

A67UF-102□□ NEW
￥1,890（本体￥1,800）

23-25. 25-27

23-25. 25-27

21-23. 23-25. 25-27

ポリエステル・綿・アクリル・ナイロン・ポリウレタン・
指定外繊維
（ドライベクター）
（日本製）

ナイロン・ポリエステル・綿・アクリル・ポリウレタン
（日本製）

ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン

生産

（日本製）

インナーグリップソックス
（アンクル丈）

A67UF-104□□ NEW
￥1,890（本体￥1,800）

インナーグリップ構造はグリップ力の大
きい特殊糸をソックスの内側、外側に
現れる編設計になっています。それによ
り、素足とソックス、ソックスとシューズ
それぞれのグリップ力を高め、人体が発
揮した力を効率よく伝え、より大きな推
進力が得られます。

23-25. 25-27
ナイロン・綿・その他

A67UF-10454
オレンジ×ホワイト×ブラック

90 チャコール×ホワイト
×ブラック

ランニングソックス
（2P）
（アンクル丈）
70
ホワイト×ブラック
×チャコール
ホワイト×ブルー
×ネイビー

NEW
79
プラチナ×ローズ
×ブルー
ホワイト×プラチナ
×イエロー

90
ブラック×ホワイト
×チャコール
ホワイト×オレンジ
×ブラック

NEW
94
ブラック×チャコール
×イエロー
チャコール×チャコール
×イエロー

（日本製）

ランニング5本指ソックス
（2P）
（アンクル丈）

A67UF-010□□
￥1,260（本体￥1,200）

70
ホワイト×ブラック
×チャコール
ホワイト×ブルー
×ネイビー

23-25. 25-27
綿・アクリル・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
（中国製）

A67UF-011□□
￥1,575（本体￥1,500）
23-25. 25-27
綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン
（中国製）

90
ホワイト×オレンジ
×ブラック
ブラック×ホワイト
×チャコール
NEW
94 ブラック×ブラック×イエロー
チャコール×チャコール×イエロー

NEW
99 ブラック×ローズ×ブルー
ホワイト×ローズ×ブルー

下腿の筋が横に揺れるのを抑えるアブソーバー構造を採用。

ランニングサポーター（フクラハギ用）

A67UF-113□□ NEW
￥1,680（本体￥1,600）
S. M. L
◆Lサイズは07・09のみ
ナイロン・ポリウレタン

（日本製）

■適合サイズ

A67UF-11307
チャコール×ブラック

脚をスッキリ引き締め、脚への負担
を軽減。段階着圧設計によって、
快適な履き心地をキープ。

09 ブラック
×グレー

26 サックス
×ブルー

63 マゼンタ
×ライトピンク

68 バイオレット
×ライトグレー

サイズ

足首周囲

ふくらはぎ周囲

S

17cm〜21cm

28cm〜34cm

M

19cm〜23cm

32cm〜38cm

L

21cm〜25cm

36cm〜42cm

09 ブラック

37 グリーン

A67ZP-85244 イエロー
A67ZP-10098 ブラック×グレー

45 イエロー

外側ボタン

内側押さえ

91ブラック×ブルー

54 オレンジ

94 ブラック×ピンク

95 ブラック×イエロー

A67ZP-00164 ピンク

NEW 84 ピンク
01 ホワイト

A67ZP-001□□
￥630（本体￥600）
◆直径1.5cm
ナイロン
◎10個入り

ランニングセームタオル

ランニングアームバンド
（再帰反射）

RUNNAP

◆幅3.7cm、
長さ30cm
（日本製）

ランニングニーサポーター

A67ZP-852□□
￥840（本体￥800）

A67ZP-751□□
￥630（本体￥600）
（日本製）

◆約210×170mm
本体：PVAスポンジ
中芯：ポリエステル
（抗菌加工）

A67ZP-100□□ NEW
￥1,575（本体￥1,500）
フリー
（日本製）

◆膝下回り
：28cm〜38cm
クロロプレンラバー・ナイロン・ポリウレタン

（日本製）

I-65
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ミズノ×セカンドウィンドAC共同企画バッグ。
ランニング時のバッグの揺れや回りを軽減する設計。

ミズノ×セカンドウィンドAC共同企画バッグ。
ランニング時のバッグの揺れや回りを軽減する設計。

A67DA-10309 ブラック×ブラック

A67DA-10804 Bシルバー×ブラック

90 Bシルバー×ブラック
90 ブラック×Bシルバー
09 ブラック×ブラック
96 ブラック×マゼンタ
63 マゼンタ×ブラック
A67DA-10209 ブラック×ブラック
ランニングボトルホルダー

ランニングバックパック

ランニングWポーチ

A67DA-102□□ NEW
￥6,090（本体￥5,800）

A67DA-103□□ NEW
￥3,780（本体￥3,600）

A67DA-108□□ NEW
￥3,150（本体￥3,000）

◆L19cm×W7cm×H43cm
ポリエステル
◎容量：約6ℓ ◎前側に胸・ウエスト調整ベルト有り

◆L29cm×H16cm
ポリエステル
◎ウエスト適合サイズ55〜100cm
◎収納品例：サプリメント等 ◎ボトル付

◆L19cm×H10cm
ポリエステル
◎ウエスト適合サイズ55〜100cm
◎収納品例：携帯、
サプリメント等

（中国製）

ミズノ×セカンドウィンドAC共同企画バッグ。
ランニング時のバッグの揺れや回りを軽減する設計。

（中国製）

ミズノ×セカンドウィンドAC共同企画バッグ。保冷構造。

（中国製）

ミズノ×セカンドウィンドAC共同企画バッグ。
2本のゴムベルト構造で腕にフィット。

A67DA-10604 Bシルバー×ブラック

A67DA-10409 ブラック
A67DA-10909 ブラック×ブラック

05 Bシルバー×ピンク

09 ブラック×ブラック

90 Bシルバー×ブラック

63 マゼンタ×ブラック
ランニングウエストポーチS

ランニングボトルホルダー

A67DA-106□□ NEW
￥2,415（本体￥2,300）

A67DA-104□□ NEW
￥4,095（本体￥3,900）

A67DA-109□□ NEW
￥1,995（本体￥1,900）

◆L25cm×H8cm
ポリエステル
◎ウエスト適合サイズ55〜100cm
◎収納品例：携帯、
サプリメント等

◆L18cm×W8cm×H8cm
ポリエステル
◎ウエスト適合サイズ55〜95cm
◎収納品例：サプリメント等 ◎ボトル付

◆L13.2cm×H15.2cm
ポリエステル
◎収納品例：携帯、
ミュージックプレーヤー等

（中国製）

ミズノ×セカンドウィンドAC共同企画バッグ。
ランニング時のバッグの揺れや回りを軽減する設計。

96 マゼンタ×ブラック

ランニングアームポーチ

（中国製）

（中国製）

ミズノ×セカンドウィンドAC共同企画バッグ。
ランニング時のバッグの揺れや回りを軽減する設計。

A67DA-10794 ブラック×イエロー
A67DA-10504 Bシルバー×ブラック

05 Bシルバー×ピンク

09 ブラック×ブラック
A67DA-11009 ブラック

97 ブラック×オレンジ

63 マゼンタ×ブラック
ランニングウエストポーチM
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ランニングメッシュポーチ

A67DA-105□□ NEW
￥2,835（本体￥2,700）

A67DA-107□□ NEW
￥2,625（本体￥2,500）

◆L22cm×W6cm×H8cm
ポリエステル
◎ウエスト適合サイズ55〜100cm ◎容量：約1ℓ
◎収納品例：携帯、
デジカメ、
サプリメント等 ◎収納用仕切付 （中国製）

◆L22cm×H11cm
ポリエステル
◎ウエスト適合サイズ60〜100cm
◎収納品例：サプリメント等

ランニングフットポーチ

A67DA-110□□ NEW
￥840（本体￥800）
◆L5.5cm×H7cm
TPU×ポリエステル
（中国製）

（中国製）
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EQUIPMENTS
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SHOE ACCESSORIES
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SHOE ACCESSORIES
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EQUIPMENTS
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EQUIPMENTS
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※上記のフィッティングについてのデザイン画はイメージを示すものです。各競技・種目アイテムにより、仕上がり寸法は異なりますのでご了承願います。

SIZE CHART
メンズ

JASPOサイズ

（胸 囲） 81〜87
（ウエスト） 67〜73
192〜198 SS-10
187〜193
SS-9
182〜188
SS-8
177〜183
SS-7

85〜91
71〜77
S-10
S-9
S-8
S-7

172〜178
SS-6
S-6
167〜173
SS-5
S-5
162〜168
SS-4
S JASPO
157〜163 SS JASPO
S-3

89〜95
75〜81
M-10
M-9
M-8
M-7

93〜99
79〜85
L-10
L-9
L-8
L-7

M-6

L JASPO
L-5
L-4

M JASPO
M-4

97〜103 101〜107 105〜111 109〜115
83〜89
87〜93
91〜97 95〜101
O-10
XO-10
2XO-10 3XO JASPO
O-9
XO-9 2XO JASPO 3XO-9
3XO-8
O-8
XO JASPO 2XO-8
O JASPO
XO-7
2XO-7
3XO-7
O-6
XO-6
2XO-6
3XO-6
O-5
O-4

XO-5
XO-4

2XO-5
2XO-4

JASPOサイズ

（胸 囲）
（ウエスト）
177〜183
172〜178
167〜173
162〜168

75〜79
56〜60
SS-7
SS-6
SS-5
SS-4

78〜82
59〜63
S-7
S-6
S-5
S-4

81〜85
62〜66
M-7
M-6
M-5
M-4

157〜163
152〜158
147〜153

SS-3
SS-2
SS JASPO

S-3

M JASPO
M-2
M-1

3XO-5
3XO-4

M-3

L-3

O-3

XO-3

2XO-3

3XO-3

152〜158

SS-2

S-2

M-2

L-2

O-2

XO-2

2XO-2

3XO-2

147〜153

SS-1

S-1

M-1

L-1

O-1

XO-1

2XO-1

3XO-1

ジュニア

ウィメンズ

S JASPO
S-1

84〜88
65〜69
L-7
L-6
L-5
L JASPO
L-3

87〜91
68〜72
O-7
O-6
O JASPO
O-4
O-3

L-2
L-1

O-2
O-1

90〜94
93〜97
71〜75
74〜78
XO-7
2XO JASPO
XO JASPO
2XO-6
XO-5
2XO-5
XO-4
XO-3

2XO-4
2XO-3

XO-2
XO-1

2XO-2
2XO-1

JISサイズ

（胸 囲） 61〜67
（ウエスト） 53〜59
145〜155
135〜145
125〜135
130

65〜72
54〜62

70〜78
58〜66
150

標準サイズ・
・
・
・
・品番により展開サイズが異なります。
カタログ表示価格の50%増。
カタログ表示価格の30%増。

140

別注対応不可・
・
・大人サイズのみの展開商品のジュニアサイズ別注はできません。

ミズノデリバリーシステム 「できるだけ早く！」の声に、チーム対応商品として柔軟な体制でお応えします。
納期の相談をはじめ、サイズ対応や大口注文にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
本カタログの下記マーク商品が［ミズノデリバリーシステム］対象商品です。
（※1色30枚以上の大口注文の際は、係員に納期をご確認ください。）
チーム対応商品（2ＷＤ）
今シーズンのチーム対応商品として、在庫を切らさな
い生産体制をとっています。万一在庫切れの場合でも、
約2週間で対応できます。

生産体制
（品番後ろに記載しています。
）

I-136
(145)

追加生産対応可能商品

サイズ別注可能商品

重点販売商品として、在庫を準備しておりますが、
在庫切れの際の納期は係員にご確認ください。

このマーク表示のある商品は、
サイズ別注を承ります。
詳しくは係員にお尋ね下さい。

