
 
 

2020 年吉日 

大人が輝くシューズ・ブランド「fitfit」  

2020 年 秋冬新作シューズ 
“ATH-LUXE(アスリュクス） ~Athletic Luxury~” 

女性らしさを魅せるエレガンスフェミニンなコレクション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

機能とデザインを兼ね備えた靴を販売する株式会社 fitfit は、2020 年秋冬の新作シューズを 2020 年 8

月上旬より順次発売いたします（※）。 

 

fitfit は、創業者が外反母趾に悩みながら、足に合う美しい靴を探していましたが見つからず、自分自身

で靴のブランドを立ち上げたことが始まりです。機能的で美しく履き心地の良い靴を、日々靴選びに悩

む全女性に提供したい、それが fitfit の願いです。 

  

2020 年秋冬シーズンのトレンドキーワードは『ATH-LUXE(アスリュクス） ~Athletic Luxury~』です。 

自分らしく多様な過ごし方を日々発見していく女性たちに向け、”足にやさしく美しい”新作シューズが多

数登場します。快適さを追求したファンクション（Athletic)と気分を高揚させる女性らしいデザイン

（Luxury)が共存するコレクションです。 

2020 年秋冬コレクションでは、fitfit の代表的モデルである「パンプニーカー®️」シリーズや、国際医療福祉

大学三田病院と共同で開発した fitfit オリジナルインソール「フィットフォルム™️」を搭載した新作をご用

意しております。更に、新たに AIR シートを搭載したソールを開発し、より進化した歩き心地とスタイル

を提供いたします。また、上質感を味わうリアルレザーやアイコニックなアニマルプリントで<女性らし

さ＞を魅せるエレガンスフェミニンなコレクションを表現しています。 

 

 

※販売時期は変更になる可能性がございます。 

 



 
 

 
 “ATH-LUXE”  
「So Chic」 

 
豊かな装飾性を感じるフェミニンスタイル。 

秋冬にふさわしい深みのあるバーガンディーやキャメルカラーを、 
懐かしさと暖かみが感じられるスエードなどで表現。 

堅苦しさが無くソフトで女性的なイメージで。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fitfit を代表するオリジナル木型に合わせて設計された『3in1 ソール™️』は、

初代のデビュー以来 fitfit を代表するアウトソールのひとつです。20FW で

は更に進化し、フロントからかかとにかけてエアの入った「エアミッド

ソール」内蔵のラバーソールが登場しました。 

インソールは、足裏の「縦・横 両アーチ」に沿うように、適度なクッシ

ョン性を持つ素材をふっくらした形状にしています。 

フラットシューズ、カッターシューズにはつきものだった接地時の衝撃

を解消し、疲れ知らずの歩行を体現しています。アウトソールはグリッ

プ性の良い合成ラバー。フラットですが、ソールが減ったら交換も可能

です。艶やかなレザーを用いたアッパーとポインテッドトゥが、大人感

のあるスマートな足元を演出します。※一部店舗では取り扱いのない場合もございます 

。※一部店舗では取り扱いのない場合もご 

スマートな印象のポインテッドオブリークトゥデザインが“キチンと感”を

キープ。甘くなりすぎない大人の辛口デイリーカッターシューズです。つ

くりはポインテッドエアフラット同様、フロントからかかとにかけてエア

クッションを内蔵しています。かかと部分の厚みをピンポイントで「薄く」

することで、その“くぼみ”にかかとが自然に沈み込み、収まるようにデザ

イン。自然にホールド力が高まり、歩行時のスムーズな体重移動を促しま

す。 

幅広いスタイリングで季節を問わず長くご愛用頂ける一足です。リラック

ス感の中に、上品でトラッドな雰囲気をプラス。ビジネス関連でのお祝い

の場や女子会などでもヘビロテ間違いなし。※一部店舗では取り扱いのない場合

もございます 

 

『ポインテッドエアフラットモ

カ』（ヒール高 2.5 ㎝） 

￥12,900（税抜）／全 3 色 

 

『ポインテッドエアフラット』（ヒ

ール高 2.5 ㎝） 

￥10,900（税抜）／全 3 色 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fitfit で初めての７㎝ヒールの登場です！ 

かかとにきちんと重心が乗るように設計されたラストが足の前滑りを

防ぎ、ハイヒールでも安定した履き心地を実現しています。 

しっかりと支えてくれるヒールとタンクソールは、軽くて屈曲性のある

デザインに仕上げて、歩きやすさを実現しました。ソールにトレンド感

と特徴がある分、アッパーデザインはベーシックに。オールシーズン履

いて頂きたいオールレザーの高級感あるヒールアップローファーです。

ハイヒールを諦めていた方にも是非もう一度ハイヒールにチャレンジ

してもらいたい一足です。 

※一部店舗では取り扱いのない場合もございます 

㊧fitfit オリジナルのヒールニーカーシリーズから、エレガントに見え

る生活防水ブーツが登場。袋状に縫った防水シートが履き口の下 10

㎝くらいの所まで入っています。（履き口ギリギリまで入れてしまう

と、履き口が伸びなくなってしまうため）㊨流行のクラシックな雰囲

気に合わせたフレアシルエットのヒール。歩きやすい 3.5 ㎝ヒールの

ワンヒールパンプスです。革のやわらかさを最大限に生かすため、つ

ま先やかかとの芯は小さめにし、裏材も全体に貼らず口裏仕様に。サ

イドの履き口ゴムがやさしく足をホールドします。屈曲性がよく、グ

リップ性の高い軽量ラバーを採用しているので、安定した歩行をサポ

ートします。グリップ性の高い、消音リフトを使用しているのでパン

プスにありがちなコツコツ音も気になりません。 

※一部店舗では取り扱いのない場合もございます 

 

 

 

㊧『スクエアトゥヒールニーカーレ

インブーツ』㊨『スクエアトゥヒール

ニーカーローモカシン』（ヒール高㊧

5.5 ㎝㊨3.5 ㎝）㊧￥13,900（税抜）㊨

￥12,900（税抜）／㊧全 2 色㊨全 3 色 

 

『トラッドフレックスヒールニーカ

ー』（ヒール高 7.0 ㎝） 

￥13,900（税抜）／全 3 色 

 

『シフォンロングブーツ』（ヒール高

4.5 ㎝）￥17,900（税抜）／全 2 色 

 

ソフトレザーを使用した本革やわらかブーツ。温かさをプラスしたつ

ま先部分は蓄熱性の高いライニングを使用し、寒さに負けない上に、

オシャレに履きこなせるブーツです。 

fitfit が大事にしている、細見えきれいでエレガントなシルエットを追

求したジョッキータイプのブーツです。サイドジップで着脱しやす

く、かつ細身のシルエットでも快適に履けるようにサイドだけストレ

ッチ素材を使用しました。本革の良さとストレッチ性両方を兼ね備え

たロングブーツです。 

4.5cm の厚底ブーツをより軽くするために、ウレタンより丈夫な IP

ソールを採用。柔軟で返りと衝撃吸収の良いアウトソールは、 あえ

てつま先部分とかかと部分にラバーパーツを採用してグリップ力を

高めました。 防滑仕様で滑りにくく、長時間履いても快適です。※

一部店舗では取り扱いのない場合もございます 

 



 
 

 
 “ATH-LUXE”  

「Urban Nature」 
 

都会の生活の中で、ふと自然界に思いを馳せるナチュラルスタイル。 
マルーンやピンクベージュなどのニュアンスカラーを 

スムースレザーなどでシャープに表現。リラックス感を高めるスタイリング。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェミニンなポインテッドトゥを、一般的な物と比べて格段にストレスフリー

に。ストレスフリーポイント①細身に見え、なおかつ安心感あるこだわりの設

計。fitfit オリジナルの足なり設計をベースに、捨て寸をたっぷりとって、ポイ

ンテッドトゥ特有の指先の窮屈感を軽減しました。また、かかとにしっかり重

心が乗る設計で前滑りを防ぎ、指先の負担も軽減しています。②前足部接地底

面の＜TREAD POINT＝トレッドポイント＞を通常よりも後方に設定。これによ

り、曲面ではなく「平面で地面を捉える」事ができ、 その分「接地距離が伸び

る」。その結果「接地」から「着地」までしっかり地面を捉え、「蹴り出し」ま

での足運びを安定的にサポートします。③安定感あるヒールがしっかり支え

る。屈曲性が良い軽量ラバーを採用し、グリップ性を高める意匠を施しました。

㊧贅沢ハラコ素材を日常使いする、大人の余裕を感じる力の抜けたコーディネ

ートにおすすめの一足です。㊨きちんとした場面でも活躍できるクリーンな印

象に仕上げました。※一部店舗では取り扱いのない場合もございます 

 

fitfit 初の７㎝ヒールの登場。流行のタンクソール調の厚底を、大人の

女性向けにすっきりとスマートにアレンジした一足。トラッドフレッ

クスヒールニーカー同様のつくりでセパレートタイプです。セパレー

トなので、素足、タイツ、ストッキング、ソックスなど幅広い合わせ

が効きやすく、かつ足首がしっかりサポートされるので安定感のある

歩行をサポートします。クラシックなエレガントスタイルがトレンド

として注目ですので、ソックスに合わせたミディ丈スカートのコーデ

ィネートをおすすめします。まだ暑い秋の立ち上がりからぜひ履いて

頂きたいです。窮屈さがサイドのオープン部分から逃げて、足首はし

っかりホールド、色々な足の形の方にトライして頂きやすいデザイン

です。 

※一部店舗では取り扱いのない場合もございます 

㊧『ポインテッドヒールニーカーI

レオパード』㊨『ポインテッドヒ

ールニーカーI』（左右ともにヒー

ル高 5.5 ㎝）￥14,900（税抜）／

㊧全 1 色㊨全 4 色 

 

『セパレートフレックスヒールニ

ーカー』（ヒール高 7.0 ㎝） 

￥12,900（税抜）／全４色 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

fitfit を代表するモデルの一つ、ライトシリーズのベーシックスタイルスニー

カーです。インソール＋アウトソールで 4.0cm のヒールを実現したほっそり

顔のマダムスニーカー。 スタイルアップなボリュームあるソールにも関わら

ず、 驚きの片足 185 グラムという軽さを実現しています。足当たりの良さを

追求し、足を包み込むボロネーゼ製法で素足で歩くような軽いやわらかさに

仕上げています。履き口を伸縮性のあるエラスティックゴムでぐるりと加工

した事で、ひもをほどかずに脱ぎ履きが可能です。レオパードはジャカード

調の織で柄を繊細に表現。光沢のある素材で、キレイ目コーデのハズシアイ

テムとしてもぴったりです。どのカラーも、マキシスカートや、レギンスと合

わせて、まだ暑い、シーズンの立ち上がりから楽しんで頂けます。 

※一部店舗では取り扱いのない場合もございます 

19FW で人気だった、ハイライズスニーカーハイカットの木型、ソール

を使ってブーツを開発。 

カジュアルタイプのブーツですが、約 3cm のインヒールが入っていて、

地面からかかとの高さが約 4.5cm あります。脚長効果抜群のスタイル

アップブーツです。本革なので、やわらかく足なじみが良いのが特徴で

す。また、軽さとグリップ性を兼ねそろえたスニーカーソールで、快適

歩行を可能にしています。インソールには fitfit オリジナルのフィット

フォルム™️を採用し、アーチをサポートしてくれます。ブラックは贅沢

にやわらかなシープレザーを使用。女性らしい辛口コーデにピッタリで

す。テーラードコートやチェックのボトムスと合わせて大人のトラッド

スタイルにもおすすめです。※一部店舗では取り扱いのない場合もございま

す 

 

『レースアップハイライズショー

トブーツ』 

（ヒール高 4.5 ㎝） 

￥14,900（税抜）／全 3 色 

『やわらか LITE スニーカーⅡ』

（ヒール高 4.0 ㎝） 

￥9,900（税抜）／全 3 色 

 

『ベルテッドショートブーツ』 

（ヒール高 4.5 ㎝） 

￥15,900（税抜）／全 3 色 

ソフトレザーを使用した本革やわらかブーツです。包まれるようなや

わらかブーツにファーを付け暖かさをプラスしました。つま先部分は

蓄熱性の高いライニングを使用し、寒さに負けないブーツです。すっ

と履けて、すっと脱げる着脱が楽な仕様でありながら、ベルトで調整

ができるので、フィット感を実現し安定感ある歩行をサポートします。

厚底ブーツですが、軽くするためにウレタンより丈夫な IP ソールを採

用。柔軟で返りと衝撃吸収の良いアウトソールは、 あえてつま先部分

とかかと部分にラバーパーツを採用してグリップ力を高めました。 防

滑仕様で滑りにくく、長時間履いても快適です。折り返しても履ける

２WAY タイプです。 

※一部店舗では取り扱いのない場合もございます。 



 
 

 
 
 
 

■デザインが良くても痛い靴はNO!  

人間工学に基づいたオリジナルの木型 

fitfitの靴の基本となる木型は、人間工学に基づき、センタ

ーラインを親指寄りに振ったオリジナルの「足なり設

計」（右図の赤ラインと青ラインの比較を参照）。普通の

靴に比べてセンターラインが親指側に寄っており、これ

によって前足部を幅広にすることなく、親指がまっすぐ

伸びるフォルムを実現しました。親指を圧迫しないの

で、外反母趾の足でも楽に履けます。 

 

■独自のつま先設計 

足本来の形に合わせ、高低差のあるつま先設計です。 

オリジナルの木型で親指まわりにゆとりを生むと同時に、ソー

ルの爪先部分の親指側を高く、小指側を低く設計することで、

足指の自然なラインに沿ってぴったりフィット。足本来の形に

合わせた快適な履き心地を実現しました。 

 

 

■ソールの開発 

fitfitでは、機能的で美しく履き心地の良い靴を、靴選びに悩むすべての女性に提供することを目的に、ソー

ル機能の開発・改良に継続的に取り組んでいます。 

機能的でありながら、「腰高、足長でスラリと見える靴」、「我慢しなくていい心地よい靴」、「デザインが素

敵な靴」を目指しています。fitfitの靴は、インソールとアウトソールそれぞれの機能設計にこだわることは

もちろん、美しく快適なシューズを実現するための「インソールとアウトソールのベストな組み合わせ」

を目指しています。 

 

 

 

 

 

fitfit がこだわる”履き心地の良さ“の追求 

一般的な靴の木型のライン   外反母趾を考慮した木型のライン 

【インソールとアウトソール/開発のこだわり】 

気持ちよさ 

フィット感 
痛くなりにくい 

履き心地 

（やわらかさ・やさしさ） 

疲れにくい 

１．滑りにくい 

（グリップ力） 

２．返りがいい（屈曲性） 

３．軽い 



 
 

■国際医療福祉大学三田病院と共同開発したインソール 

『フィットフォルム™️』 

 

 

 

■「疲れにくさ」をサポートするアウトソール 

●グリップ力と屈折力、適度な軽さ 

「立体構造物」であるアウトソールの素

材の選択と組み合わせの様々なパターン

で、「歩きやすさ」を追求します。 

スムーズな歩行に不可欠な、地面をとら

える「グリップ力」、自然な足の“返り“をう

ながす「屈折力」、適度な「軽さ」とバラン

スを常に考えています。 

 

●場所や天候による歩きにくさを解消 

地面との接地面の「意匠」も機能を高め

る要素のひとつです。 

そのデザイン（形状組合せや配置）によ

って、歩行時に足が自然に”返る“ような「屈

曲」のしやすさだけでなく、天候がもたら

す「歩きにくさ」にも対応します。 

 

足のアーチが崩れると、かかとの骨が内側に傾き扁平足気味に。足の

体重移動が不十分となり、快適な歩行が妨げられると言われています。

そこで、国際医療福祉大学三田病院と共同で、三次元動作解析装置を

用いて歩行時の関節の角度や関節にかかる力を算出し、関節への負荷

を測定。測定値を元にした足底板（インソール）のプロトタイプを使

用し、何度も調整。快適で正しい歩き方に導くオリジナルインソール

『フィットフォルム™️』を実現しました。 

❶中足骨パッド 

負担がかかる指の付け根の少しかかと寄りの部分に膨らみを持たせる

ことで、指の付け根への負担を軽減します。 

❷母趾中足骨頭落とし込み 

負担がかかる親指の付け根は少しへこませ、衝撃をやわらげる効果を

もたらせています。さらに、歩く際のスムーズな体重移動を促します。 

❶ 

❷ 

スニーカーを機能アップ 

軽量のウレタンソール

に、つま先とかかと部分

にラバーを組み合わせ

て強度とグリップ力を

アップ。 

＜例：ハイブリッドソール＞ 

＜例：グリップソール＞ 

軽く屈曲性に優れたEVA

発泡材と、グリップ性の

高いラバーの組み合わ

せを採用。溝を深く刻ん

だ意匠の底面は、水はけ

よく“返り”が良いのも特

徴。 

軽さとグリップのよさを実現 



 
 

■一体型アウトソール 『３in1ソール™️』 

「パンプスなのにスニーカーのような履き心地」を実現するために、独自の木型に合わせて開発され

たオリジナルのアウトソール『３in1ソール™️』。前足部からかかとまでが完全一体となった「一体型ソー

ル」です。『３in1ソール™️』は、初代のデビュー以来fitfitを代表するアウトソールのひとつとして、今も

進化を続けています。 

①ヒールに高さがある靴に特に感じる歩行着地時の衝撃を吸収するクッションを前足部とかかと部分の

２か所に内蔵、インソールとのコンビネーションで、足をやさしくサポートします。 

②ヒールでも「足が疲れにくい」歩行を目指して、足が地面をしっかりとらえて自然に“返る”ための「グ

リップ性」と「屈曲性」を兼ね備えた素材と仕様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「３in１ソール™️」の進化版『ライトアップソール』 

ミッドソール部分に、EVAと呼ばれる弾力性のある樹脂を発泡させた素材を採用。アウトソール（靴

底）の軽量ラバーとの二重構造により、軽くクッションの効いた歩き心地を実現しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前方クッション 

前足部には低反発のクッションを内蔵。 

路面からの衝撃をやわらげます。 

後方クッション 

ヒールには衝撃吸収クッションを内蔵。 

弾むような履き心地を実現しました。 

アウトソール 

前足部からかかとまでの一体型ソールが、 

しなやかに屈曲して衝撃をやわらげると同時に 

歩行の安定度も高めます。 

穴を開けて 

限界まで軽く 
EVA樹脂製の 

軽量ミッドソール 

低反発クッション 

細身のラストで 

シャープな印象に 

アウトソールは 

軽量ラバー 



 
 

【Company Profile】 

会 社 名 株式会社fitfit (フィットフィット) 

設 立 2011年3月15日 

事 業 内 容 靴・皮革製品の企画立案・製造販売 

店 舗 数 全国59店舗（2020年5月現在） 

資 本 金 5,000,000円 

代 表 者 代表取締役 林 恵子 

本社所在地 〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-1 ビジネススクエアタワー18F 

 

大人が輝くシューズ・ブランド fitfit 
美しく、心地よく、歩きやすく。 

靴の悩みをクリアした「外反母趾にもやさしい靴」 

 

 

◆fitfit の物語◆  美しさと歩きやすさの両立へ。創業者の情熱。 

私たちはいつも、お洒落で美しい靴を履きたいと願っています。 

でも、デザインは素敵なのに足が痛む、疲れてしまう。それは年齢を重ねるごとに土踏まずのアーチが

弱くなり、足幅の広がりや親指のカーブに変化が現れるからです。 

fitfit 創業者の林恵子自身も軽い外反母趾に悩み、足に合う靴を探し続けた一人でした。しかし街には、

幅広で地味な、デザイン性に欠ける靴しか見当たりません。その現実に心から落胆し、「細身で美しく、

履き心地よい靴」のブランドを自ら立ち上げました。目指したのはヨーロッパの街の石畳でも颯爽と歩

ける、美しく機能的な大人のシューズです。 

◆fitfit の約束◆  お客さまを「足元から元気に、美しくする」 

年齢・年代に関係なく、靴選びに悩む女性が多くいらっしゃいます。 「気に入った靴なのに足に合

わない、歩き疲れる」「まだマシだから我慢してでも」といった、少しの「あきらめ」と「憂うつ」が日

常化しています。しかし、女性の人生やライフスタイルはどんどん変化に富み多彩に。fitfit は、「靴を選

ぶこと」がプライベートにも仕事にも、「毎日の自分」に影響すると感じておられる、そんなお客さま

が、「いつまでも、どこまでも、美しく、カッコよく歩いて行くこと」を応援する、そんなブランドで

す。 

◆fitfit の革新と特長◆  美と技のプロフェッショナル集合体 

集結したのは、「外反母趾の専門家」「人間工学を熟知した靴メーカーの匠」「美しさを追求するデザイ

ナー」などのプロフェッショナルたち。「靴」「足」「歩く」「美しさとのバランス」の専門家と共同開発

で以下のような新しい価値を生み出し、女性の靴に革新をもたらしたと評価されています。このチーム

が今日も日々進化する靴をつくり出しています。 

その製品設計の方向性は３つあります：①人間工学に基づくオリジナルの「木型」―「足なり設計」

－の開発、 ②足本来の形に合わせた独自の「つま先設計」、③独自機能と美しさを兼ね備えた「３in1

ソール™️」に代表される「こだわりのソール」開発です。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

シューフィッターがアドバイス！正しいパンプス選び方のポイント  

 
fitfit が 40 代女性 665 人に行った消費者調査によると、「パンプスはきついと痛くなりがちなので、つい

大き目のサイズを買ってしまったことがある」と約 4 割の女性が答えており、間違ったパンプス選びを

している事が分かりました。シューズコンサルタントの中村浩幸さんは、「大きいサイズのパンプスでは

かかとがパカパカし、正しい歩行ができません。また足に合っていない靴では、足のアーチが崩れるこ

ともあります。」と指摘します。中村さんに、正しいパンプスの選び方を伺いました。 

 
～パンプス選びのポイント～ 

ポイント１：お店選び 

「トレーニングをしっかり受けた販売員さんがいる店を選びましょう。腕のいい販売員さんは、触って

確かめたり、歩いている姿を見たりしてチェックします。私は少なくとも店内を 1 周歩いてもらい、か

かとの浮き、シワの入り方などをチェックしていました。」 
 

ポイント２：自分の足の形と見比べる 

「お気に入りのパンプスが見つかったら、まず自分の足を横においてみて

ください。足と靴の形が違えば、無理やり足を靴に合わせることになりま

す。パンプス選びの第一歩としては、足に靴を合わせることです。」 
 

ポイント 3：中敷きの形 

パンプスの内部まで自分の足の形に合ったものを選びます。 

「試着してみて、足の裏になるべく隙間ができないものが良いでしょう。隙間ができているということ

は、きちんと足が支えられておらず、足裏の部分的に負荷がかかっている証拠です。」 
 

ポイント４：ヒールの素材 

「ソールは衝撃を吸収するラバーがお勧めです。ラバーソールでもデザイン性の高いものは多数ありま

すので探してみましょう。」 
 

ポイント５：調整とアフターサービス 

足のサイズや形に左右差がある人も多いです。もしも右と左で履き心地に差があるようであれば、販売

員に相談をしましょう。部分的にのばしたり、パッドを入れたりして調整してもらい、靴を足に合わせ

ることが大切です。 

 

シューズコンサルタント 中村浩幸氏 

FHA認定上級シューフィッター。1994年バチェラーオブシューフィッティング認定（足と

靴と健康協議会認定）シューフィッター養成講座の講師と実技指導員。靴メーカーに20年

勤務後、独立し靴メーカーや大手靴ブランド会社などで社員研修を行う。現在はシューリ

ペアショップも経営。 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

株式会社エムスリー・カンパニー TEL:03-5768-5807 / FAX:03-3712-1460 

〇 × 


