
VIAJIYU
MADE IN ITALY

＃ヒールを脱ぎ捨てて、

リラックスしましょう



世界中どこでも送
料無料でお届け。

VIAJIYUの完成には約
４週間から８週間必要となります。



私たちのインスピレーションルームで、夢のよう
なひと時をお過ごしください。  

サイズ、カラー、スタイルが完璧にマッチする、あ
なただけのシンデレラシューズが待っているかも
しれません。

たった一足のシューズがシンデレラを待っていた
ように。しかし、最初に私たちはフィッティングを
行う必要があります。

シンデレラにはたった

１足のシュー

ズに持っていました。



つの簡単なステップ
あなたにぴったりなフラットシ
ューズをデザインするための

パーフェクトなフラットシュ
ーズをデザインするには。
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スニーカー、ブーツローファー、ブローグ、ス
リッパ、プラットフォームも登場予定中。今後
は、VIAJIYUアトリエ体験を作るだろう、ここで私
たちはあなたの足のフォーマを作成します

スタイルをお選びください。1
パルマ (PARMA)

ロシェル，ハンナの本「エンブローグ」 の表紙
イラストからインスピレーションを受けて。あな
たが探しました。私達はそれを作りました：タッ

セルローファー。

RAVENNA
ラヴェンナ。パルマのタッセルなしバージ

ョン。靴の爪先部分
が長めのイタリアンローファー。

1950年代にマリリン・モンローが愛用し
ていたバックレス・ローファー。

REGGIO
レッジョ。オリジナルより爪先部分が短

めのローファー。夏バー ジョン。

イセオ (ISEO)



シレーネ (SYRENE)

オルビア (OLBIA)

フォルテ (FORTE)

ラヴェッロ (RAVELLO)

クラシックなポインテッドブーティー。ベストセラー
トレントフォーマの上で作成しました。

マッチングな、またはコントラ
ストなストライプと似合います。
低ウェッジ= 4センチメートル/ 1.5

暖かい天気に最適なポインテッドブーティー
ベストセラートレントフォーマの上で作成しました

古典なベルキット をお
勧めします低ウェッジ= 4センチメートル

クラシックなラウンドトウブーティー。
狭い足首のた

めにエレガントなバックジップがあります 1または2
グロスストライプを選択してください。

低ウェッジ= 4センチメートル。

クラシックなアーモンド、ポインテッド ブーティー。
アスペンからシアトルの都市カウボーイからインzピレ
ーションを受けて。ソールのステッチはオプション週末

の遠足に最適です。



クラッシクなポインテッドトゥ。スマートで洗
練された雰囲気のスタイル。足指の付け根

が見えないタイプで、外反母趾の方にもぴっ
たり。VIAJIYUのベストセラー。

 コモ (COMO*)

ミラノ (MILANO)
セクシーなポインテッドフラットシュー
ズ。足の指の付け根が見える浅いタイ

プ。

シエナ (SIENA)
アーモンドのように少しほっそりしたつま先のシ
ューズ。足指の付け根が見える、浅いタイプのシ
ューズ。週末のブランチにぴったりのスタイルで

す。

トレント (TRENTO**)
クラシックな型、大胆なウェッジ。先のとがった
çソール（４ｃｍ）のシューズ。＊＊VIAJIYUのベ

ストセラー

ポンツァ (PONZA)
VIAJIYUのベストセラーはセクシーなイメージチ
ェンジを取得しました。カットアウトデザインが
あり、クラシックなポインテッドフラットシュー

ズ。

私たちのベストセラーは、先の尖ったフラットを再現さ
れました。

このフラットはすべてのバニオンをカバーしています。
つま革 にもストライプを追加してください。

エルバ (ELBA)



ラウンドトゥのウエッジソール（４ｃｍ）の
シューズ。クラッシクなラ ウンドトゥシュ

ーズに高さを少しプラス。

ベルガモ (BERGAMO)

ローマ (ROMA)
クラッシクなラウンドトゥシューズ。しっ
かりとした構造のソール（靴底）。都会的
なスタイル。リボンはお好みでプラスでき

ます。

ヴェネチア (VENEZIA)
柔らかでスリッパのようなラウンドトゥシュー
ズ。疲れた足にぴったりのスタイル。郊外ライ

フスタイルにぴったりの一足です。

トゥーリン (TORINO)
スクエアトゥのフラットシューズ。妊娠中の
女性、飛行機での移動が多い方に, ぴった
りな一足。アンクルストラップもオプション

でプラスできます。

ポルトフィーノ (PORTOFINO)
隠しウエッジソールのバレエシューズ。柔
軟なソール（靴底）の中の2cmの隠しウェ

ッジソールは、姿勢をサポートします。

イスキア (ISCHIA)



ルッカ (LUCCA) ペルージャ (PERUGIA)

イスキア (ISCHIA)

ペザロ+バリ (PESARO + BARI)

カララ (CARRARA)

ヴェルナッツァ (VERNAZZA)

私たちの最も人気のあるフラットサンダル。
スキニージーンズのための完璧なペア。

つま革 にもストライプを追加してください。

剣闘士のサンダルが再現されました。古典的な
黒または白に行きましょう。

 バニオンを覆う女性用フラットサンダル。グロ
グランやヤギ皮に行きましょう

どこでも取れるTストラップのサンダル。
休日のドレスと完璧にペア。

ビルケンシュトックが再現されました。アンクル
ストラップ（オプション）。

シチリアからインスピレーションを受けられる。
大胆に対照的な色に行ってください。

ビルケンシュトックと現代のグロスリンが再現
されました。ニュートラルな色合いにしてくださ

い。



ソレント  (SORRENTO)
X型のストラップサンダル。 足幅が広い人でも履

けるウェッジソール（４ｃｍ）のシューズ。

モデナ (MODENA)
厚いクリスクロスサンダル。1色またはそれ
以上の色をカスタマイズしできます。ウェ

ッジソール（４ｃｍ）のシューズ。

     

シングルストラップサンダル。つま先にわた
り左右対称のストラップ。ウェッジソール（４

ｃｍ）の時代を超越したシルエット。

サボナ (SAVONA)

ピープトゥ（つま先が小さく開いているタイ
プ）のウエッジソール（４ｃｍ）のシューズ。
ガーデンパーティーにぴったりの一足です。

サルデーニャ (SARDINIA)



例えば左38,5 / 右39等、一足でも違うサイズのオ
ーダーが無料で可能。

サイズをお選びください。2

33-43 
ハーフサイズも対応します。



色をお選びください3 世界で最も有名な、ゴートスキンのなめし
工場、ステファニアでは、決してあせること
のない、クラッシクな２０色の革を生産し
ています。ＶＩＡＪＩＹＵで一番人気の色を
ご紹介します。

ブラック／ネロ
099

それに加えて年に２回、４５の限定色を発表します。こ
こで私たちのお気に入りの春/夏2016の色があります

メロン
10484

エスプレッソ
078

アンスラサイト
10425

グリジオ
088

サマーネイビー
10319

ミッドナイト
091

ボトルグリーン
10410

ロッソ
080

ボルドー
082

デューン
073

タン
068

サンセットオレンジ
10483

ラグーン
10473

ペルシャローズ
10488

ピンクフラミンゴ
10498

オーキッド
10497

コバルト
10509

ケリーグリーン
10513

ディープポピー
10493

ティファニーミント
10506

リモーネ
10478

バターカップ
10568

Garnet
083



女性主導の皮なめし工場、ガイエラでは、メタリックを生産し
ています。または人気のニュートラルなオプションです。

 

ビルマ　アルジェント

921
ビルマ　ローズ　ゴールド

986N
ビルマローズゴールド

3915C

ビルマ ムード

3330M

ビルマ シナモン
29334

ビルマアントラシット
749-13

ビルマ ニュー ネイビー
1711N

ビルマ　アントラシット

29334

ビルマ ブラック
900

ABIP, LUXE CALF HAIR 

Ruanda 
700/666

Leopard
100/666

Maxiceetah
700/469

Atlanta
700/862

Naby
700/666

Oslo
700/666

Lima 
700/740

Grevy 
700/666

Giraffa
700/202

Liquid Silver Fox
199/248

Oslo
217/666

 Liquid Anthracite
199/248



材料をお選びください4 ゴートスキンは、フラットシューズのためにこ
れまでで最も人気のある素材によるもので
す。耐スクラッチ、自然に防水性とスーパーソ
フトの特徴があります。

サヴァンア：レオパルト

ステファニアはゴートスキンの表面にパターンを印刷します。

カルング：ジオメトリック ベルキット：クラシック ハイドラ：シマー

ベルキット：クラシック



POINT OF VIEW DOPPIATO

GROSGRAIN (GIGLIO)

VELVET

SAILCLOTH (TELA OLONA) 

LINEN (CRELINO)

SATIN STRIPES

GLITTER

FAUX SUEDE



Doppiato 
Black and White

London Antisfild
Chilli\Midnight

Tune Doppiato
Black And White

Satin
Black and White

Razmir Rigato 
Candy Pink riga 2,4

Doppiato 
Black and Navy

London Antisfild
Oro|Gray

Razmir Rigato 
Candy Pink riga 10



ラッフィア（ビーガン）

エキゾチックな感じですか？シャイ
ニーまたはビーガン？ 

メタリック　ゴートスキン 

BY ガイエラ

カヴァッリノ BY ABIP = 
DOLMEN



ここではいくつかのの人気材料であります。

パテント BY SATURNIA

アパ　by　ガイエラ

エキゾチック by REQUEST



あなたのシグネチャーは？5 バウ、スタッド、アンクルストラップ？ライニングの
ために秘密の色を選択するか、クラシックな蝶々
結びをするか、あなたがなり決めます！

グログランバウ

スタッズ

スタッズ：私たちの最も人気のあ
るシグニチャーがスタッドです。 

大なり小なり、ガンメタル、シルバ
ーまたはマットブラック。

誰がボウは大人なくないと言いま
すか？ハウは、どの年齢でクラシッ

クになります。



トリム

ドローストリングバウ

アンクルストラップ

バックストラップ

あなたのフラットシューズには何か
が足りないているように感じます

か？トリムを試してみてください。色
をミックスや一致させます。ローマ、

ヴェネツィア、トリノ、ミラノ、トレン
ト、ベルガモに取り組んでいます。

グログラントリムがあり、
クラシックバレエフラット
バウ。ローマとベネチア

に最適です。

シックのルックのために、
色をミックスと一致させ
ます。ルーズズボンに最
適です。トリノとシエナに

取り組んでいます。

レーシングストライプと
カラーのシンプルなポッ
プを追加します。トリノ、
ローマ、ベネチア、または

コモにパーフェクト。



トゥキャップ

VIAJIYUはつま先にカラース
プラッシュが大好きです：マ
ッチングがまたはコントラス

トが。

スワロフスキー
スワロフスキークリスタルでオンリー
ワンのデザインを私たちのチームと

協力して作しましょう。

バックキャップ

運転時にバックキャップで、あ
なたのシューズの背面を保護

します。 

ライニング／フォデラフ
ァー

極北または極南住んでいます
か。シューズ内の毛皮を使ってみ
ましょう！シューズ内のシグニチ
ャーカラーを持つことができる

と、誰がレッドソールを必要です
か？



 時代を先駆ける女性には、とっておきの一足のフラ
ットシューズが必要だと信じています。

VIAJIYUではフラットシューズのみ販売しています。 

全てのシューズはイタリア製で、オーダーメイド。

時代を駆ける女性のためのシューズです。

予約制のみで販売しております。

はじめまして、

VIAJIYU

へようこそ。



現 在 地 は 

V I A J I Y U

で す！

世界でたった一つの私たちのブティックへよ
うこそ！

VIAJIYU.setmore.comからご来店できる日
時をご予約ください。

約40分（サイズの確認のためのフィッテング
に20分、シューズのデザインに20分）の時間
を要します。

ぶらっとお店へ立ち寄るのも大歓迎ですが、
ご予約を取ることをお勧めいたします。



お急ぎです
か？

時間が取れない方には、Skype（スカイ
プ）やFacetime(フェイスタイム)、WeChat 
(ウィチャット)でのアポイントメントも受

付しております。



"エレガンスと快適さは両立そして、そして、誰でも
反しを主張することは、単にしているかわかりませ"

 という信念を持ち、ハリウッドの有名女優たちに
愛される靴をデ、インした、サルヴァトーレ・フェラ
ガモ。

VIAJIYUは将来、あなたを「靴工房体験」へお連
れします。

あなたの足を知っている靴職人が、あなただけの
木型を作成してつくる、足に完璧にフィットする靴
を制作していきます。

フェラガモの足

跡についてい

く。



JIYU

JIYUは日本語で自由。

VIA

VIAはイタリア語の名詞で“道”
を意味します。

V I A J I Y U 

という名前の意味　

VIAJIYUの使命は、

日本の名言 「 敷かれた道を進むより、道なきところ
に自ら道を築いて進め」からヒントを得ました。



私たちは、スローファッション。私たちは、未来。

靴の完成には約４週間から６週間必要です。

手作りには時間が必要。材料及 び工場は、イタリアのローカル業者
に依頼しています。

私たちの靴の生産は、2代目から5代目に渡る代々の職人達によって
手掛けら れています。
 
また、すべてのサプライヤーと個人的にお付き合いさせて頂き
、彼女達の生産過程、仕事に対する信念を熟知しております。

材料の無駄を 徹底的に省き、その一環として使用しないものは、大
学生プロジェクトへの寄付も行なっています。

スローファッション・

ムーブメントに参加しま

せんか？



どうしてもしっくりこない、ということだってあります。シュー
ズがぴったりしない場合、

リメイク、修理、または返金をご希望される際は、

florence@VIAJIYU.comへメールでお知らせください。

365日いつでも、
どんな理由でも、

リメイク、
修理、

返金ＯＫです



今日はぴった

りの一足が見

つかりません

でしたか？ 

 見つからなくても、がっかりしないでください。毎シ
ーズン新しいスタイルが発売されます。

ブーツや外反母趾対応のシューズなど、きっとあなた
にぴったりの一足が見つかります。

履きつぶしたお気に入りのフラットシューズ、サンダ
ル、ブーツ、スニーカーををぜひ私たちまで送ってく
ださい。

あなたのお気に入りの一足からインスピレーション
を得て、新しいシューズを制作していきます。



すっきりして、
ときめきましょう

VIAJIYUの創設者は、新しい靴を購入するたび
に、自分のクローゼットから古いシューズを一
足、寄付しています。

Soles4Souls.orgまたはDressforSuccess.comか
ら、古いシューズを寄付しませんか？



私たちは靴
屋ではあり
ません。

VIAJIYUの使命は、先駆的な女性のムーブメントを作り出
し、若い先駆的な女性をサポートすることです。

あなたが女性の起業家であれば、私達がビジネスをサポー
トできるように、VIAJIYUに相談しませんか？

または、私たちのEntrepreneurship-in residence 
program( 駐在起業家プログラム）についてぜひお問い合
わせください。

年齢に関わらず、若い起業家、学生、または退職している方
でも、ここにはあなたのための場所があります。

あなたが住んでいるに場所に関係なく、
Florence@VIAJIYU.comメールでお問い合わせください。

 

あなたは#時代を先駆ける女性です。全ての女性へ。



THE VIA
マ  ニフェスト

ラベルに縛られない。
自分の道をいく。
自分の生き方で進む。
自分は特別な存在。
勇気があるふりをする。
自分は勇敢。
自分は強い。
自分は独創的。
自分の才能に従う。
職人の技を高く評価している。
好奇心が強い。
旅行する人。
なにかを生み出す人。
みんなが右にいく時、自分は左に進む。
独自のルールを作り出す。
時にはルールを破る。
お金よりを時間を大切にする。
自分のすることを楽しむ。
自分は新しいタイプの女性。
自分はどこでも道を切り開く。

自分は#時代の先駆者。



V I A J I Y U シ ュ

ー ズ は 、 あ な た

を ど ん な と こ ろ

に 連 れ て 行 っ て

く れ ま す か ？


