
Code Photo 商品説明 上代（税抜）
新上代（税抜）
＊23年2月から

CR カラー名 ケース入り数／JANコード

12

ニュートラル 5015171754015

ブラック 5015171750017

バーガンディ 5015171753018

ネイビー 5015171061229

ミディアムブラウン 5015171755012

ダークブラウン 5015171751014

ライトブラウン 5015171061236

ミディアムタン 5015171752011

ダークタン 5015171061243

6

ニュートラル 5015171100010

ホワイト 5015171100027

ブラック 5015171100096

ライトブラウン 5015171100317

ミディアムブラウン 5015171100324

ダークブラウン 5015171100331

ボルドー 5015171064343

オリーブグリーン 5015171060765

シグナルレッド 5015171044727

ローズピンク 5015171064398

ライトピンク 5015171064404

ナチュラルレザー 5015171064275

オフホワイト 5015171064329

ネイビー 5015171100829

ベイビーブルー 5015171064381

グレー 5015171064428

クリームイエロー 5015171064336

12

ブラック 5015171080091

ダークブラウン 5015171080336

ミディアムブラウン 5015171080329

12

無色タイプ。ビーズワックスを始め
とする厳選された高級ワックスが革
に深みのある美しいツヤと保革効
果を与えます。防汚、弱溌水効果。
丈夫で使いきりの良いラミネート入
り、スポンジアプリケーター付。革
小物、バッグ等にも使えます。

¥800 ¥1,000 5015171080015

6

デリケートレザー専用クリームで
す。ミネラルオイル、シリコン、グリ
セリン配合により高い保湿効果を
与えます。

¥900 ¥1,000 5015171050889

12

スプレータイプのクリーナーです。ド
ライタイプなので、手早く使用でき、
汚れを落とします。

¥1,200 ¥1,300 5015171059141

　　　　　　DASCO  － ダスコ －

SMOOTH　LEATHER　／　スムースレザー用

SUEDE　NUBAK　／　スエード＆ヌバック用

¥600
ビーズワックス、カルナバワックス
配合の艶出し用ワックスです。ワッ
クス配合率が高く、高い光沢効果を
与えます。

トラディショナルポリッシュワックス　50ml

プレミアムシュークリームチューブ　75ml 全3色

－

全17色

－

－

プレミアムレザークリームチューブ　75ml

プレミアムシュークリーム　50ml

ビーズワックス配合の乳化性クリー
ムです。顔料配合量が多く、色乗り
の良さが特徴です。

－デリケートクリーム　50ml

スエード・クリーナースプレー　200ml

全9色

－

¥800

¥800

ビーズワックスを始めとする厳選さ
れた高級ワックスが革に深みのあ
る美しいツヤと保革効果を与えま
す。顔料配合量が多く、色乗りの良
さが特徴。防汚、弱溌水効果。丈夫
で使いきりの良いラミネート入り。、
スポンジアプリケーター付。

－

¥800

¥1,000

¥1,000
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Code Photo 商品説明 上代（税抜）
新上代（税抜）
＊23年2月から

CR カラー名 ケース入り数／JANコード

12

ニュートラル 5015171068747

ブラック 5015171402510

グレー 5015171068723

ネイビー 5015171068730

ミディアムブラウン 5015171068709

ダークブラウン 5015171068716

12

ムース状のスエードクリーナーで
す。高いクリーニング効果を与えま
す。

¥1,000 ¥1,100 5015171607014

12

真鍮よりも柔らかいナイロンブラシ
です。 ¥600 ¥800 5015171020905

12

起毛革用のナイロンブラシと、消し
ゴムタイプのクリーナーがセットに
なったお手入れキットです。

¥700 ¥800 5015171060857

12

オイルドレザー専用スプレーです。
防汚、栄養補給効果を与えます。 ¥1,000 ¥1,100 5015171058960

12

厳選された高級ワックスによる、防
キズ、防水効果。スプレーして拭く
だけで汚れを落とし、美しく深いツ
ヤを与えます。

¥1,000 ¥1,200 5015171600015

12

スムースレザー／スエードに使用
可能なアルコールベースのストレッ
チスプレー。靴の内側にスプレー。

¥1,200 ¥1,300 5015171022114

6

シリコン入りスポンジ＋リキッドワッ
クスによる圧倒的な輝きが特徴で
す。

¥450 ¥550 5015171045021

¥1,200

スエード・クリーナームース　200ml

高い補色効果と溌水効果を与える
起毛革専用スプレーです。

ナイロン・スエードブラシ

－

－

－

－

スエード・クリーナーキット

オイルドレザースプレー　200ml

スエード・カラースプレー　200ml

－

－

－

－

－

－

－

－

SPECIAL　LEATHER　／　特殊皮革用

－

全6色

－

シューストレッチスプレー　150ml

インスタントシャインスポンジ

ワックススプレー　200ml

¥1,300
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Code Photo 商品説明 上代（税抜）
新上代（税抜）
＊23年2月から

CR カラー名 ケース入り数／JANコード

6

ブラック 5015171059356

ニュートラル 5015171059363

12

エナメルレザー専用スプレーです。
クリーニング、艶出し効果に加え、
乳化性シリコンとモンタンワックス
配合による防キズ効果。エナメル
表面を滑らかにし、さらなる光沢効
果を与えます。

¥1,000 ¥1,100 5015171606017

12

白色のスムースレザー、布地、合
皮に使用できる補色クリームです。 ¥800 ¥900 5015171735014

12

クリーナー機能と防水機能を両立
したスプレーです。スムースレザー
は勿論、オイルドレザーや布地にも
使用可能です。

¥1,200 ¥1,300 5015171051138

12

ミストタイプの防水アイテムです。 ¥1,200 ¥1,300 5015171059097

12

香りでごまかさず、無香料で除菌消
臭するミストです。 ¥1,200 ¥1,300 5015171051336

12

スムースレザー、スエード、テキス
タイル及びウール製品の通気性を
損なうことなく強力な防水効果を与
えます。

¥1,200 ¥1,500 5015171601012

12

ブラック 5015171127017

ホワイト 5015171128014

12

ブラック 5015171125013

ホワイト 5015171126010

－

エナメルスプレー　200ml

ホワイトナー　75ml

防水ミスト　100ml

マルチクリーナースプレー　200ml

UNIVERSL　／　ユニバーサル

全2色

－

－

－

－

全2色

全2色

－

－

除菌消臭ミスト　100ml

ホースヘア―ブラシ　ラージ

－

¥1,300
ホコリ落しに適した柔らかい馬毛
100％ブラシ
145×45×38mm
（毛長20mm）

¥2,000
ホコリ落しに適した柔らかい馬毛
100％ブラシ
185×53×45mm
（毛長25mm）

－

¥650
気密性のあるリザーバー付きスポ
ンジです。シリコンをフレッシュに保
ち、残っているレベルが目に見えま
す。

リザーバー付きシャインスポンジ

レインプロテクタースプレー　200ml

¥750

¥2,200

¥1,500

BRUSH　CLOTH　／　ブラシ・クロス

ホースヘア―ブラシ　スモール

－

－

－
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Code Photo 商品説明 上代（税抜）
新上代（税抜）
＊23年2月から

CR カラー名 ケース入り数／JANコード

12

ブラック 5015171163015

ホワイト 5015171164012

12

ブラック 5015171161011

ホワイト 5015171162018

1

拭き上げに適したコットン100％クロ
スです。 ¥800 ¥1,000 5015171306023

6

6（24.5-25.0cm） 5015171326014

7（25.0-25.5cm） 5015171326021

8（26.0-26.5cm） 5015171326038

9（27.0-27.5cm） 5015171326045

10（28.0-28.5cm） 5015171326052

1

ニュートラル 4968764816304

ブラック 4968764816298

1

ニュートラル 4968764816328

ブラック 4968764816311

1

・Dasco（ダスコ）プレミアムシューク
リーム（ブラック、ニュートラル）
•Dasco（ダスコ）レザーケアバーム
・テレンプ×２
・ミニ豚毛ブラシ
・ミニ馬毛ブラシ
・ミニ竹ブラシ×２

¥3,000 ¥3,300 4968764816335

1

チェリー 5015171063414

ウォルナット 5015171063438

ブリストルブラシ　ラージ

ブリストルブラシ　スモール

¥20,000
シューケア収納ボックスです。
ボックスサイズ　213×174×
165mm
内寸　183×245×165mm

•Dasco（ダスコ）プレミアムシューク
リーム（ブラック or ニュートラル）
•Dasco（ダスコ）レザーケアバーム
•テレンプ
•ミニ豚毛ブラシ
•ミニ竹ブラシ

•Dasco（ダスコ）プレミアムシューク
リーム（ブラック or ニュートラル）
•テレンプ
•ミニ馬毛ブラシ
•ミニ竹ブラシ

INSOLE　／　インソール

全2色

－

ポリッシングクロス

シューケアコレクションⅡ

¥1,200
クリームを塗りこんでいくのに適し
た腰のある豚毛100％ブラシ
172×45×33mm
（毛長18mm）

¥2,000

¥1,500

¥1,500
吸湿性、通気性に優れた天然シー
プレザーを使用しているので、肌触
りが良く、耐久性に優れています。

¥900
クリームを塗りこんでいくのに適し
た腰のある豚毛100％ブラシ
145×45×33mm
（毛長18mm）

シューケアコレクションⅢ

ヴァレットボックス

SHOECARE COLLECTION　／　靴磨きセット　収納ボックス

－

全2色

－

全2色

全2色シューケアコレクションⅠ

¥1,600

¥1,600

¥2,200

全6サイズレザーインソール

－

¥25,000

¥1,400

¥1,000

全2色
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Code Photo 商品説明 上代（税抜）
新上代（税抜）
＊23年2月から

CR カラー名 ケース入り数／JANコード

1

XS 23.0-24.0cm 5015171062622

S 24.5-25.5cm 5015171062639

M 26.0-27.0cm 5015171062646

L 27.5-28.5cm 5015171062653

1

ジッパーの無いロングブーツ、レイ
ンブーツなどを簡単に脱ぐことがで
きます。ブーツを引っかける部分に
はゴムカバー付き。材質：PP　幅
110×縦330×厚さ60mm

¥1,500 ¥1,600 5015171056973

1

ブーツのシワ、型くずれを防ぐため
のアイテムです。ワンタッチでブー
ツにセットできます。　　　　　材質：
PP（ポリプロプレン）

¥3,000 ¥3,300 5015171055150

1

ブーツのシワ、型くずれを防ぐため
のアイテムです。ワンタッチでブー
ツにセットできます。　　　　　材質：
PP（ポリプロプレン）

¥2,800 ¥3,300 5015171055136

SHOE TREES　／　木製シューツリー

－ブーツジャック

¥11,000

サンデッドライム 全4サイズ

¥10,000

つま先まで長めにボリュームを持
たせ、ロングノーズにも最適です。
長めのシルエットで現代の英国系
のレースアップシューズに馴染みま
す。

－

OTHER　／　その他

ブーツシェイパーマチック
高さ14インチ（35cm）

－

－

－

－

ブーツシェイパーマチック
高さ9インチ（23cm）
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