
 

 

2022 年 9 月 7 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 弾に  

秋冬にピッタリな新色２色   

「ラメブラウン」と「ベージュ×ピンク」を追加  

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、落ち 着きのあるデ ザイン・ カラー が好評な 大人スニーカ ー 「やわら か

LITE スニーカー4」に、シャ リ感 のある 光沢 がシックな「ラ メブラウン」 と、ピンク を基

調としたツイー ド調 で風合い ある 「ベー ジュ ×ピンク」 の新色２ 色を追加し 、9 月 14 日

に発売します。  

 販売は当社の 全国直営店舗 56 店と、 fitfi t オフィシャルサ イト （https://fitfi t.jp/）、

で初年度 2,700 足の販売 を計画してい ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「やわらか LITE スニーカー 4」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 が 発売 以来好評で、人 気 のロングセ ラー シリー ズ

「やわらか LITE スニーカー 」の第４弾 です 。  

 やわらかな足 あたりはじめ 、 細部まで 履き 心地 にこだわり 、 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 した、大人の ためのスニー カーです 。  

今回追加する新 色 「ラメブラ ウン」 と「 ベー ジュ×ピンク」 は、 いずれも素 材感を生か

し、秋冬にマッ チする 上品な 色味の２色 です 。  

 

※「fitfi t」は（株 ） fitfit の登録商標 です  

Press Release 

https://fitfit.jp/


■やわらか LITE スニーカー4 の商品特長  

 

1. 「ラメブラウン 」 は、ミルク ティーのよ うな やわらかな色

味に、シャリ感 と落ち着いた 光沢がある 、秋 冬にピッタリ

の上品なブラウ ンです。  

「ベージュ×ピンク 」は、ピン クを基調に し た ツイード調

の生地に仕上げ ました。 ファ ンシーヤー ン の 彩りと風合い

がコーディネー トに取り入れ やすく、ベ ージ ュの靴紐やつ

ま先、踵のパー ツがやさしい 雰囲気を演 出し ます。  

ほっそりと 美しい フ ォルム のベーシ ックな デザインの 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。  

 

2. 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 にしまし た。  

 

3. 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 。  

 

4. 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。  

 

5. シューレー スタイプ （靴紐 ）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。  

 

6. 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。  

  



○商品仕様  

商品名  やわらか LITE スニーカー4 

カラー  ラメブラウン、 ベージュ×ピン ク  

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 9 月 14 日  

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/

