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NEW

快適な履き心地の秘
密

「クロスライト」 素
材TM

防臭性

究極の
快適性

医 療

廃 番 廃 色

お手入れが
簡単

軽　量

アイコン一覧
廃色商品。既に追加はなく、
在庫限りとなります。

2016年新作モデル。

飲食業に適した
商品となります。

医療系に適した
商品となります。

サービス、接客業に
適した商品となります。

クロックスが独自に開発した
特殊樹脂「クロスライト  」
素材を使用しています。

TM

廃番商品。
在庫限りとなります。

TM

TM

すべてのクロックスシューズには、クロックスが独自に開発し、フットウェア界に一大

イノベーションを起こした画期的な特殊樹脂「クロスライト 」素材が使われています。

この「クロスライト 」素材が、軽くて快適な履き心地を実現するシューズづくりを可能

にしているのです。このような特徴を持つクロックスのフットウェアは、日常生活だ

けではなく、仕事時やリクリエーション時の使用にも最適です。

飲 食サービス／接客



unisex 23cm22cm
M4 M10M9M8M7M6M5 M11

24cm 25cm 26cm 27cm 28cm 29cm

rocs norlin slip-on クロックス ノーリン スリップオン 品番：201084 ¥5,280+税

軽くて快適なクロックススニーカーから
着脱が簡単なスリップオンモデルが新登場！

c
NEW

black/white
066

navy/white
462

charcoal/white
04O

white/white
143

「クロスライト 」素材の
ソールは軽い履き心地と

快適なクッション性を実現

疲れにくい
TM

フットベットには
透湿性を高める

メッシュライナー付き

メッシュライナー

医 療



white
100

red
610

black
001

navy
410

unisex 23cm22cm
M4/W6 M10/W12M9/W11M8/W10M7/W9M6/W8M5/W7 M11

24cm 25cm 26cm 27cm 28cm 29cm

lassic クラシック 品番：10001 ¥3,280+税

クロックスの代表作がリーズナブル価格で登場 !

c

多方面にある
通気孔が通気性を確保

ムレにくい

水洗いが可能なので、
いつでも清潔に保て
短時間で乾くので
お手入れが簡単

丸洗いができる

衝撃を吸収する
「クロスライト 」を採用

疲れにくい
TM

white
100

廃 色



快適な履き心地で医療現場にもオススメ

black
001

white
100

pecialist vent 品番：10074 ¥3,780+税スペシャリスト ベントS
unisex 23cm22cm

M4/W6 M10/W12M9/W11M8/W10M7/W9M6/W8M5/W7 M11

24cm 25cm 26cm 27cm 28cm 29cm
M12

30cm

※M2/W4、M3/W5は受注発注品となります。

Healthcare

通気孔が液体の
侵入を防ぎながら

通気性を向上

通気性向上

クローズドトウデザインで
液体や針の

落下物から足を守る

落下物から
足を守る

「クロスライト 」素材を
使用しているので、

快適で長時間の
仕事による疲労を軽減

疲れにくい

医 療

NEW

TM

5月1日~



汚れてもササッ!と
拭ける合成皮革を使用。

お手入れ簡単

インソール部分に
「クロスライト 」を
使用しているので、
疲れにくく、軽量 !

疲れにくい

シューレースレスなので
脱ぎ履きがしやすく、

ヒモが引っかかる
ことがありません。

脱ぎ履きしやすい

white/petal pink
18C

white/white
143

white/ice blue
18B

病院や医療施設などで働く人のためのスニーカー women 21cm20cm
W4 W10W9W8W7W6W5

22cm 23cm 24cm 25cm 26cm

laine nurse sneaker 品番：14790 ¥4,743+税アレイン ナース スニーカーa

TM

医 療 廃 番
(予定 )

廃 色

廃 色

廃 番
(予定 )



「疲れにくさ」と「安全性」を
提供するシューズ!!

ストラップが女性らしいデザイン !!

women 21cm20cm
W4 W10W9W8W7W6W5

22cm 23cm 24cm 25m 26cm

ercy work マーシー ワーク
品番：10876
¥4,480+税

women 21cm20cm
W4 W10W9W8W7W6W5

22cm 23cm 24cm 25m 26cm

lice work アリス ワーク
品番：11050
¥4,280+税

white/white
143

black
001

水、油で濡れた床でも
滑りにくい構造

滑りにくい
水、油で濡れた床でも
滑りにくい構造

滑りにくい

疲れにくい疲れにくい

飲食業界にオススメ !!
安全性と快適性を兼ね備えたシューズ !!

厚みのあるアッパーで落下物から足を保護
しっかりと足を守る

衝撃を吸収するクロスライト  を全面採用
丸洗い可能 ( 中性洗剤使用可能 )

疲れにくい

水、油で濡れた床でも滑りにくい構造
滑りにくい

品番：10075 ¥4,980+税istro ビストロ

black
001

white
100

crocs 独自のクロスライト  に
ゴム素材を配合した六角形の
溝ですべりにくい

unisex 23cm22cm
M4/W6 M10/W12M9/W11M8/W10M7/W9M6/W8M5/W7 M11 M12

24cm 25cm 26cm 27cm 28cm 29cm 30cm

一般のクロックスに比べ、ヒールカップが
深いのでかかとをしっかりとホールド

b

一般のクロックスに比べ、
ヒールカップが深いので

かかとをしっかりとホールド

医 療

am

衝撃を吸収するクロスライト  を全面採用
丸洗い可能 ( 中性洗剤使用可能 )

TM衝撃を吸収するクロスライト  を全面採用
丸洗い可能 ( 中性洗剤使用可能 )

TM

TM

TM

飲 食

飲 食



通気性もバッチリ !
取り扱いの中で一番の売れ筋 !!

医療関係の方におすすめ !!

rocswatt クロックスワット 品番：12247 ¥4,743+税

品番：12284 ¥4,743+税rocswatt vent クロックスワット ベント

縁取りで液体の侵入を防ぎ、
通気性を確保

ムレにくい

厚みのあるアッパーで
落下物から足を保護

しっかりと足を守る

体にたまった静電気を分解し微弱化
静電気を分散

衝撃を吸収するクロスライト  を全面採用
丸洗い可能 ( 中性洗剤使用可能 )

疲れにくい

white
100

black
001

厚みのあるアッパーで落下物から足を保護
しっかりと足を守る

体にたまった静電気を分解し微弱化
静電気を分散

衝撃を吸収するクロスライト  を全面採用
丸洗い可能。( 中性洗剤使用可能 )

疲れにくい

white
100

black
001

unisex 23cm22cm
M4/W6 M10/W12M9/W11M8/W10M7/W9M6/W8M5/W7 M11 M12

24cm 25cm 26cm 27cm 28cm 29cm 30cm

unisex 23cm22cm
M4/W6 M10/W12M9/W11M8/W10M7/W9M6/W8M5/W7 M11 M12

24cm 25cm 26cm 27cm 28cm 29cm 30cm

一般のクロックスに比べ、ヒールカップが
深いのでかかとをしっかりとホールド

一般のクロックスに比べ、ヒールカップが
深いのでかかとをしっかりとホールド

医 療

c

c

廃 番

医 療 廃 番

廃 色

廃 色

TM

TM



客室乗務員の声を元に作られた
合成皮革のワークシューズ !!

高級感のあるレザーに
細めのヒールで女性らしさアップ !!

women 21.5cm21cm
W4 W4.5 W5 W5.5 W6 W6.5 W7 W7.5 W8 W9W8.5

22cm 22.5cm 23cm 23.5cm 24cm 24.5cm 25cm 25.5cm 26cm

rchid 品番：11111 ¥7,600+税オーキッド

women 21.5cm21cm
W4 W4.5 W5 W5.5 W6 W6.5 W7 W7.5 W8 W9W8.5

22cm 22.5cm 23cm 23.5cm 24cm 24.5cm 25cm 25.5cm 26cm

rocs grace heel クロックス グレース ヒール 品番：12120 ¥9,505+税

滑りにくいラバーソール

black
001

汚れにくい、合成皮革のアッパー
お手入れらくちん!!

高さを感じさせない 4cm ヒール
疲れにくいヒール

マイクロファイバー付きの
インソール

吸汗・滑り止め効果

華奢な印象の細めのヒール
疲れにくい 4cm の高さ

疲れにくいヒール

ラウンドトゥでつま先の窮屈感が
少なく、快適な履き心地

black/black
060

水、油で濡れた床でも
滑りにくい構造

滑りにくい

高級感とエレガンス感のあるレザーアッパー
高級感のあるレザー素材

マイクロファイバー付きの
クロスライト素材インソール

吸汗・滑り止め効果

クロックス初!!

o

c

廃 番

廃 番

クロスライト  使用のインソールで衝撃を吸収TM

サービス／接客

サービス／接客



70年代のランニングシューズに
インスパイアされたクラシカルなスタイル ※fuchsia/sea blueのみ 22cm～27cm展開

unisex 23cm22cm
M4/W6 M10/W12M9/W11M8/W10M7/W9M6/W8M5/W7 M11

24cm 25cm 26cm 27cm 28cm 29cm

rocs retro clog クロックス レトロ クロッグ 品番：14001 ¥4,267+税

unisex 23cm22cm
M4/W6 M10/W12M9/W11M8/W10M7/W9M6/W8M5/W7 M11

24cm 25cm 26cm 27cm 28cm 29cm

※bubblegumのみ 22cm～27cm展開

rocbandtm
クロックバンドtm 品番：11016 ¥3,980+税

ポップなカラーにサイドのラインが栄える
スポーティースタイル !!

ムレにくい
サイドにある通気孔が
通気性を確保

white
100

bubblegum
66G

red
610

yellow/kelly green
71K

navy
410

black
001

varsity blue/orange
4J4

ヘリンボーン柄のラバー
アウトソールで歩きやすく
耐久性も向上

yellow/ocean
723

white/red
119

varsity blue/burst
418

black/light grey
02G

navy/red 
485

red/black
643

衝撃を吸収するクロスライト  を
全面採用。丸洗い可能 ( 中性洗剤使用可能 )

疲れにくい

衝撃を吸収する
クロスライト  を採用。
丸洗い可能 ( 中性洗剤使用可能 )

疲れにくい

fuchsia/sea blue
6K7

c

c

廃 色

廃 色

廃 色

廃 色

廃 色
廃 色

廃 色

廃 色

廃 色 廃 色

廃 色

TM

TM



二次加工をご注文の際は、各営
業担当にお問い合わせ下さい。

mercy work

特許出願中

オリジナルマーキングができる！世界に一つだけのオリジナルシューズ

オリジナルマーキング クロックスシューズ
Ⓡ

シールの表面に透明のウレタン
樹脂をコーティングしたもので、
ツヤ感があり、ドーム状になって
います。イラストや写真など細
かな表現も可能です。傷が付き
にくく、プリント面の保護や擦過
性にも優れています。

哺乳瓶にも使用されているシリ
コンを使用しており、人体にも
影響なく、環境にも優しい素材
を使用しています。液状に溶か
したシリコン素材を型に流し込
み固めた、凹凸感のあるワッペ
ンです。

ストレッチ性のあるシールです。
薄型の為、シューズに馴染んだ
デザイン表現が可能。インク
ジェット印刷なので、写真など
表現力が豊かなのが特徴です。
※ストレッチシールは
　日本写真印刷株式会社
　の機能フィルム製品TechSol SX101を
　使用しております。

【マーキングの種類】

ストレッチシールシリコンワッペンポッティングシール

①強い衝撃・引っ掛ける行為は、デコレーション部分が剥がれる原因となります。

②爪や突起物等で、無理に剥がす行為は、デコレーション部分が破損する恐れがあります。

③用途や使用環境（塩水・泥水等）によって、デコレーション部分が剥がれる原因となります。

④塩素系洗剤や薬品等がかからないように、十分ご注意ください。

⑤万が一デコレーション部分が剥がれた場合は、お子様が誤って口に含まないように十分ご注意ください。

※クロックス社が製造したものに特殊な加工でデコレーションを施しております。着用環境によっては剥がれる可能性もございますので、以下の点にご注意ください。

ご注文から納品までの流れ

マーキングの選択
カタログから「デコクロ」の
タイプを選択し、シールの発注。

ポッティングシール
シリコンワッペン
ストレッチシール

商品への加工
本生産分のシールが入荷後、
商品に取り付けの特殊加工を施す。

5
ロゴマークやイラストのデータを
入稿後、マークサイズを決定。

ご注文・入稿2
発注した「デコクロ」シールの
確認後、OKであれば本生産。

サンプル確認4 納品
PP袋入れをし、梱包されて出荷。
楽しみにお待ちください。

6
カタログから商品を選択後、
マーキング位置を確認。

商品の選択1

クロスライト 素材の表面にマーキングできる特殊処理
を開発しました。それによって“デコれるクロックス”を
実現。マーキングの種類もセレクトできるので、お好み
の仕上がりに。マーキング箇所のみに処理を施すので、
クロックスシューズ本来の品質・性能には全く影響があ
りません。

TM

alice workspecialist ventcrocband bistro

H15mm×W80mm

H15mm×W50mm

H15mm×W30mm

H15mm×W80mm
サイズパターン①

H15mm×W50mm
サイズパターン②

H15mm×W30mm
サイズパターン③

H20mm×W50mm H20mm×W30mm

H25mm×W30mm Φ25mmΦ25mm
H25mm×W30mm
サイズパターン⑥

Φ25mm
サイズパターン⑦

H20mm×W50mm
サイズパターン④

H20mm×W30mm
サイズパターン⑤

【デコクロ対応目安サイズ】
※ポッティング・シリコン・ストレッチシールのみ

※マーキング可能なサイズや箇所は、シューズの種類によって変わってきます。

二次加工



●お問い合わせ・ご注文はこちらまで

二次加工ポッティングシール ストレッチシールシリコンワッペン

企業のロゴやオリジナルマークを簡単にマーキング
する事が可能で、種類も4種類から選べます。

※二次加工をご注文の際は、各営業担当にお問い合わせ下さい。


