携帯スリッパ

コンパクトスリッパシリーズ（2つ折）

Sl ipper S er ies

シンプルスリッパシリーズ

GW-2700-513

GW-2703-516(BK)

吸放湿作用と抗菌・防臭作用で長時間のご使用でもムレにくく、
臭わない。
GW-2703-518(RD)

GW-2700-510(RD)

紳士用 オニギリスリッパ

水玉スリッパ（巾着付）

Toweling Slippers contained charcoal sheet

600+税

￥

適応サイズ：約 25.5 〜 27.0ｃｍ 材質 : 綿､ EVA､ 備長炭シート
パッケージサイズ :W170× H340× D50ｍｍ 備考 :巾着付

GW-2703-540(GRY)

備長炭シート入りの履き心地のよいタオル地スリッパです。

パステルチェックスリッパ

Slippers with Onigiri shaped case

Slippers “Polka-Dots”

備長炭シート入り タオル地スリッパ（巾着付）

携帯スリッパ

携帯スリッパ

GW-2703-511(BK)

1,000

￥

Pastel Check Slippers

1,300+税

1,300+税

￥

+税

￥

適応サイズ：約 23.5 〜 24.5ｃｍ 材質 : 綿､ 塩化ビニール 巾着袋
／綿 パッケージサイズ :W145×H200×D50ｍｍ 備考 : 巾着付

適応サイズ：約25.5 〜 27.0ｃｍ 材質:綿､塩化ビニール パッ
ケージサイズ :W170×H230×D55ｍｍ 備考 : ケース付

適応サイズ：約22.0 〜 24.0ｃｍ 材質:ポリエステル､綿､塩化ビニー
ル パッケージサイズ :W170×H230×D55ｍｍ 備考 : ケース付

かかと付きの二つ折りスリッパ。水玉柄の専用巾着袋付き。

オニギリ型ケース入りの二つ折り
（フラット）
スリッパ。甲部分の
マチ付きで履きやすくなっています。

オニギリ型ケース入りの二つ折りスリッパ。甲部分のマチ付
きでゆったり。カラフルな 2色。

＜ JAN コード＞ BK：4905414035111
RD：4905414005107

＜ JAN コード＞

＜ JAN コード＞ BK：4905414035166
RD：4905414035180

4905414005138

＜ JAN コード＞ GRY：4905414035401
WH ：4905414035456

GW-2703-545(WH)

GW-2703-548(NV)

GW-2703-562(RD)

GW-2703-546(BK)

GW-2703-561(BK)

ポリエステル
ニットスリッパ

二ツ折メッシュスリッパ “エアロ”
ニットスリッパ（巾着付）
Knit-Slippers

タオル地スリッパ
ホワイト
（巾着付）

Holdable Mesh Slippers”AERO”

GW-2700-523

1,200

￥
適応サイズ：約 25.5 〜 27.0ｃｍ 材質 : 綿､ ポリエステル､ 合成樹脂
パッケージサイズ :W170×H340×D40ｍｍ 備考 : 巾着付

500+税

￥

+税

巾着／綿､ ポリエステル

適応サイズ：約 25.5 〜 27.0ｃｍ 材質 : 綿､ EVA
ｍｍ 備考 : 巾着付

パッケージサイズ :W170×H340×D50

使い捨てタイプの快適・清潔な、男女兼用スリッパ。

シンプルで肌触りの良いニットのスリッパ。専用巾着袋付き。
＜ JAN コード＞

4905414035449

GW-2703-547(GRY)

1,200+税

1,300+税

￥

Slippers “Toweling-White”

GW-2703-544

Polyester knit Slippers

＜ JAN コード＞

￥

適応サイズ：約 23.0 〜 26.0ｃｍ 材質 : ポリエステル､ 塩化ビニール
パッケージサイズ :W170×H310×D60ｍｍ 備考 : 巾着付

適応サイズ：約 25.5 〜 27.0ｃｍ
D58ｍｍ 備考 : ケース付

土踏まず部分にあたる凹凸が足裏に掛かる負担を軽減してくれます。外側に二ツ折してたためる
ので、裏底の汚れが内側につきません。
＜ JAN コード＞ BK ：4905414035616
RD ：4905414035623

汗をかいてもすぐに乾くポリエステルの生地で、軽く、携帯にも最適！専用ケース付きで持ち運びに
便利です。男性にも女性にもお使い頂けます。
＜ JAN コード＞ BK ：4905414035463

材質 : ポリエステル

パッケージサイズ :W170×H215×

GRY：4905414035470
NV ：4905414035487

4905414005237

GW-2703-567(PK)

GW-2703-560

GW-2703-543

GW-2703-565(BE)

GW-2703-525

GW-2703-566(GRY)

GW-2703-564(GRY)

タオル地スリッパ
ブラック
（巾着付）

タオル地スリッパ
ネイビー
（巾着付）

Slippers “Toweling-Black”

Slippers “Toweling-Nav y”

500+税

500+税

適応サイズ：約 25.5 〜 27.0ｃｍ 材質 : 綿､ EVA
パッケージサイズ :W170×H340×D50ｍｍ 備考 : 巾着付

適応サイズ：約 25.5 〜 27.0ｃｍ 材質 : 綿､ EVA
パッケージサイズ :W170×H340×D50ｍｍ 備考 : 巾着付

適応サイズ：約 25.5 〜 27.0ｃｍ 材質 : 綿､ EVA
パッケージサイズ :W170×H340×D50ｍｍ 備考 : 巾着付

使い捨てタイプの快適・清潔な、男女兼用スリッパ。

使い捨てタイプの快適・清潔な、男女兼用スリッパ。

使い捨てタイプの快適・清潔な、男女兼用スリッパ。

＜ JAN コード＞

4905414035609

＜ JAN コード＞

4905414035432

＜ JAN コード＞

Toweling Pocket Slippers

Pocket Slippers

￥

￥

タオル地ポケットスリッパ

ポケットスリッパ

Slippers “Toweling-Gray”

500+税

￥
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タオル地スリッパ
グレー
（巾着付）

4905414035258

くるくる畳んで
手の平サイズの
巾着の中へ！

1,200+税

￥

適応サイズ：約 23.0 〜 26.0ｃｍ 材質 : 綿 パッケージサイズ :W110×H170×D65ｍｍ 備考 : 巾着付
ポケットサイズのトラベル用スリッパ。小さく軽量で持ち運びに便利です。
コットン100％でやさしい履き心地です。
＜ JAN コード＞ GRY：4905414035647
BE ：4905414035654

1,200+税

￥

適応サイズ：約 23.0 〜 26.0ｃｍ 材質 : 綿､ ポリエステル混紡 パッケージサイズ :W110×H170×
D65ｍｍ 備考 : 巾着付
小さく丸めて、持ち運びに便利なスリッパです。柔らかいタオル生地で気持ちよくご使用頂けます。
＜ JAN コード＞ GRY ：4905414035661
PK ：4905414035678
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