
 

 

2022 年 7 月 21 日  

人気のロングセラー「やわらか LITE スニーカー」シリーズ第 4 弾  

秋冬の上品なデザイン・カラーのスニーカーが新登場  

 

株式会社 fitfi t（本社： 東京都世田谷 区）は、 軽くて履きやす いと 人気のロ ングセラー シ

リーズ第 4 弾、シック で落ち着き の あるデザ イン・カラーが 大人なスニー カー 「やわ ら

か LITE スニーカー4」を 7 月 下旬に発売 しま す。  

販売は当社の全 国直営店舗 56 店と、fitfit オ フィシャルサイ ト （https://fitfit.jp/）、で

初年度 16,200 足の販 売を計画し ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「やわらか LITE スニーカー 」は、EVA 素材 をソールに採用 し軽量化と耐 久性を実 現 し

た、汎用性の高 い ベーシック なスタイル で発 売以来好評のロ ングセラーシ リーズです 。  

やわらかな足当 たりに加え 、 ホールド力 を保 つために 安定歩 行をサポート するカウン ター

（芯材）をかか と周りに 配し 、素足や短 いソ ックスで履いた 時に 足が当た りやすい か かと

上部にクッショ ンパーツを施 すなど、細 部ま で履き心地にこ だわ っていま す。  

 

さらに、今回の 「やわらか LITE スニー カー 4」では、かかと のクッション の高さを少 し

だけ下げ、より 華奢で足長に 見える よう 、ス ニーカーに不慣 れな大人の女 性でもエレ ガン

トに履けるバラ ンスに調整 し ました 。  

 

カラーバリエー ションは 全て 新色の 4 色。ラ メグレー、ブラ ック 2 といずれもシャリ感

と上品な光沢があり、きれい目な素材感が映える無地 2 色に、ヘリンボーン調 の織柄が立 体

的で温かみのあ るホワイト系 と、モノト ーン のグレンチェッ クが洗練され たマニッシ ュな

印象のブラック 系のパターンの 2 色 です。  

※「 fitfit」は（株 ）fitfit の登録 商標です。   
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■やわらか LITE スニーカー4 の商品特長  

 

1.ソールに、ウレ タンより丈 夫でラバー より 軽い EVA 素材を 採用す

ることで軽 量化と耐 久性の 良さを両 立 。ま た、屈曲性 の良いボ ロ

ネーゼ製法 により 、 履き始 めから足 になじ む設計にな っていま

す。  

 

2. かかと上部 にクッシ ョンパー ツ をつ ける ことで、素 足や 短い ソ

ックスで履 いた時の 足当た り をやさ しくし 、ベロ部分 にもクッ シ

ョンを入れ てより安 定した 履き心地 になっ ています。  

また、かか と周りの カウン ターをし っかり と入れる事 により、 歩

行時にかか とがホー ルドさ れ 、着地 時のぐ らつきを防 ぎ、安定 し

た歩行を促 します。  

 

3. シューレー スタイプ （靴ひも ）のス ニー カーでも着 脱しやす

いよう、履 き口に伸 縮性の 高いエラ スティ ックゴム を 入れたこ と

で、紐をほ どかずに も脱ぎ 履きする ことを 可能にし ま した。  

 

4.ストレッチ性 のあるア ッパー 素材を使 う ことで足な じみ が良 く、

また、ファ ブリック ならで はの軽さ と温か みがレザー スニーカ ーと

は違ったカ ジュアル さを印 象付けま す  

 

5. インヒールが 1cm 入っているため、自然 な脚長効果 が期待で きます 。  

 

6. カラーは無 地 2 色、パタ ーン２ 色の全 4 色。すべて 新色で、

無地が、品の 良い光沢の ラメグレー と、マッ トながらツヤ感 のある

ブラックカラーの 2 色 。  

パターンは、凹 凸感がコーデ ュロイのよ うな ヘリンボーン調 織 のホ

ワイト系と、モ ノトーンの 千 鳥格子柄が 印象 的なブラック系の 2 色

です。  

 

7.デザインは、 ほっそり と美し い フォル ム のシンプル なベーシ ックタ イプなた め、色

や柄の印象 の違い で 色々な スタイリ ング を 楽しんでい ただけま す。  

 

 

  



○商品仕様  

商品名  やわらか LITE スニーカー4 

カラー  無地：ラメグレ ー、ブラック 2 

パターン：ホワ イトパターン 、ブラック パタ ーン 2 

 

ぶら  

 

 

サイズ  21.5cm～25.5cm 

アッパー素材  合成繊維・合成 皮革  

ヒール高  4.0cm（インヒール高・1 ㎝）  靴幅  3E 

価格  10,890 円（税込）  

発売日  2022 年 7 月下旬  

取扱店舗  当社直営店 56 店 舗、 fitfit オ フィシャ ルサイ ト

（https://fitfit.jp/）、イン ターネッ ト通販 など  

 

 

●株式会社 fitfit について  

「リーズナブル な価格で、足 当たりが や さし く、履き心地が よく、 女性ら しさ を楽し めて

走れるパンプス 」 を目指して 、 2011 年に創 業しました。  

女性を「足元か ら元気にする 」ブランド とし て、多くの女性 に支持されて います。  

一人ひとりの女 性が足にぴっ たりフィッ トす る靴で、前を向 いて自分らし く人生を歩 き続

けてほしいーそ の願いをブラ ンドテーマ 「歩 け歩けわたし ®」に込め、「ファッシ ョンと

機能の両軸」を 大切にした靴 づくりを進 めて います。  

 

詳しくは fitfit コ ーポレートサ イトまで  

https://corp.fi tfit.jp/  

 

＊本プレスリリ ース記載の情 報は発表日 現在 の情報で、その 後予告なしに 変更される こと

があります。あ らかじめご了 承ください 。  

 

 

 

 

 

本件に関するお 問い合わせ先  

【お客様】  

fitfit 店舗カス タマー サービス センター  0120-064821(無料) 

携帯・IP 電 話 0570-064821（有料）  

【報道関係者】  

株式会社 fitfi t マーケ ティング部  菅野、玉 田  

TEL：03-5491-8360 FAX: 03-5491-8361  

email：fitfit_pr@ml.fitfit.co.jp  

https://fitfit.jp/
https://corp.fitfit.jp/

