
 

 

NEWS RELEASE 

 
 2018-02-28 

機能性を追求したビジネスシューズの「Runwalk」から 

新たにパンプスラインデビュー 

Anima Sana In Corpore Sano, meaning “A Sound Mind in a Sound Body,” is an old Latin phrase from which ASICS is  derived and 

the fundamental platform on which the brand still stands. The company was founded more than 60 years ago by Kihachiro Onituka 

and is now a leading designer and manufacturer of running shoes, as well as, other athleticfootwear, apparel and accessories. 

For more information, visit www.asics.com. 

The stripe design featured on the sides of the ASICS®shoes is a registered trademark of ASICS Corporation.  

 

 

 

  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

アシックスジャパンは、履き心地の良さなど機能性を追求したビジネス

シューズ「Runwalk （ランウォーク）」から新たに女性用パンプスを展開

します。ハイヒール（ヒール高７cm）４品番、ミドルヒール（ヒール高５

cm）３品番、ローヒール（ヒール高２cm）１品番の計８品番を取り揃え、

３月２日から、アシックスオンラインストア、アシックスグループの直営

店「アシックスウォーキング」、百貨店などで順次発売します。 

メーカー希望小売価格は１６，０００円＋税から２２，０００円＋税です。 

 

今回発売する商品は、ビジネスシーンで働く女性の足元をきれいに見せ

るため、すっきりしたシルエットを保ちながら機能面を高めたパンプスで

す。中敷きにクッション性の高い素材を用い、かかと部に当社スポーツシ

ューズなどにも採用している衝撃緩衝材「GEL（ゲル）」を内蔵するなど、

足にやさしい設計としています。 

ヒールは、底面に硬度が異なる２種類のラバーを組み合わせることで、

かかと部にかかる負担やコツコツと響く不快な音を緩和させる独自構造の

「ソフトクッションヒール」を搭載しています。立位時や歩行時の荷重分

布を分析したうえで形状や角度を工夫しており、高い安定感を保てるよう

にしています。（WR778T、WR777T は除く） 

○商品仕様 

ハイヒール（ヒール高７cm） 
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品 番 ＷＲ１５２Ｔ ＷＲ７７５Ｔ 

価 格 ２２，０００円＋税 

カラー ﾌﾞﾗｯｸ、K ﾌﾞﾗｯｸ、ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾌﾞﾙ

ｰ、ﾍﾞｰｼﾞｭ、K ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ、ｱｲｽ

ｸﾞﾘｰﾝ 

ﾌﾞﾗｯｸ、K ﾌﾞﾗｯｸ、ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾌﾞﾙ

ｰ、ﾍﾞｰｼﾞｭ、K ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 

サイズ ２２．０ｃｍ～２６．０ｃｍ（０．５ｃｍ刻み） 

ウイズ Ｅ ２Ｅ 

素 材 アッパー：天然皮革 アウターソール：ゴム底 

生産国 日本 

 

品 番 ＷＲ１５３Ｔ ＷＲ７７６Ｔ 

価 格 ２２，０００円＋税 

カラー E ﾌﾞﾗｯｸ、E ﾚｯﾄﾞ、E ﾋﾟﾝｸﾍﾞｰ

ｼﾞｭ、ﾌﾞﾗｯｸ、ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾌﾞﾙｰ、

ﾍﾞｰｼﾞｭ 

E ﾌﾞﾗｯｸ、E ﾚｯﾄﾞ、E ﾋﾟﾝｸﾍﾞｰ

ｼﾞｭ、K ﾌﾞﾗｯｸ、K ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 

サイズ ２２．０ｃｍ～２６．０ｃｍ（０．５ｃｍ刻み） 

ウイズ Ｅ ２Ｅ 

素 材 アッパー：天然皮革 アウターソール：ゴム底 

生産国 日本 

 

ミドルヒール（ヒール高５cm）３品番 

品 番 ＷＲ１５１Ｔ ＷＲ７７９Ｔ 

価 格 ２２，０００円＋税 

カラー ﾌﾞﾗｯｸ、E ﾌﾞﾗｯｸ、E ﾍﾞｰｼﾞｭ、

K ﾌﾞﾗｯｸ、K ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ、ｱｲｽｸﾞﾘ

ｰﾝ 

ﾌﾞﾗｯｸ、E ﾌﾞﾗｯｸ、E ﾍﾞｰｼﾞｭ、

K ﾌﾞﾗｯｸ、K ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 

サイズ ２２．０ｃｍ～２６．０ｃｍ（０．５ｃｍ刻み） 

ウイズ Ｅ ２Ｅ 

素 材 アッパー：天然皮革 アウターソール：ゴム底 

生産国 日本 

品 番 ＷＲ７７８Ｔ 

価 格 １８，０００円＋税 

カラー ﾌﾞﾗｯｸ、G ﾌﾞﾗｯｸ、E ﾋﾟﾝｸﾍﾞｰｼﾞｭ、ﾚｯﾄﾞ 

サイズ ２２．０ｃｍ～２５．０ｃｍ（０．５ｃｍ刻み） 

ウイズ ２Ｅ 

素 材 アッパー：天然皮革 アウターソール：ゴム底 

WR152T 

WR153T 

WR151T 
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生産国 ベトナム ※3 月下旬発売 

 

ローヒール（ヒール高２cm）１品番 

品 番 ＷＲ７７７Ｔ 

価 格 １６，０００円＋税 

カラー G ﾌﾞﾗｯｸ、G ｵｰｸｸﾞﾚｰ、ｼﾙﾊﾞｰ、ｺﾞｰﾙﾄﾞ、E ﾚｯﾄﾞ、E ﾋﾟﾝｸﾍﾞｰｼ

ｭ 

サイズ ２２．０ｃｍ～２５．０ｃｍ（０．５ｃｍ刻み） 

ウイズ ２Ｅ 

素 材 アッパー：天然皮革 アウターソール：ゴム底 

生産国 ベトナム ※3 月下旬発売 

 

 

○アシックスのウオーキングシューズ 

アシックスでは、スポーツシューズの作製で培ってきた知見を生かし、

ビジネスシーンやカジュアルシーンに応じたウオーキングシューズを１

９８３年から展開しています。使用する目的やシーンに応じて以下の“８

大機能”を適宜盛り込んでいます。 

「軽量性」 「グリップ性」 「クッション性」 「フィット性」 

「通気性」 「耐久性」 「安定性」 「屈曲性」 

これらの機能がスムーズな足の動きをサポートします。 

 

 

 

 

 

 

 

○ウオーキングシューズのシリーズ 

シリーズ名 主なターゲット 主なラインアップ 

pedala 

（ペダラ） 

50～60 代の男女 

健康に対する関心が高

い方 

旅行用、タウン用など

の快適シューズ 

 

Runwalk 

（ランウォーク） 

20～50 代の男女 

ビジネスパーソン 

ビジネスシューズ 

GIRO 30～40 代の男女 レザースニーカー 

WR778T 

WR777T 
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（ジーロ） 活動的な生活を好む方 

※このほか、フィットネス・健康維持を目的としたウオーキングシューズ 

も多数展開しています。 

 

○直営店「アシックスウォーキング」 

アシックスでは直営店「アシックスウォーキング」を全国で展開して

います。（2018 年 2 月現在で 66 店舗※アウトレット除く） 

各店には３次元足形計測機を設置しており、「足長」だけでなく、

「足囲」「土踏まずの高さ」「かかとの傾き」「親指の角度」など足の

特徴を測定できるサービスを無料で行っています。専門スタッフが足の

測定値をもとに、フィット感などをチェックしながらお客さまに適した

シューズを提案します。 

 

○商品紹介サイト 

http://www.asics.com/jp/ja-jp/walking/runwalkwomen 

 

 

 

http://www.asics.com/jp/ja-jp/walking/runwalkwomen

