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この先４０年も、

自然を楽しむ人と共に。

メレルは1981年にアメリカで創業して以来、

“履き心地” と “機能性” に徹底的にこだわり、

自然を楽しむ人を足元からサポートしてきました。

この先の40年も、あらゆる人と自然を共有し、

そして大切にしていきたい…

そんな思いを抱きながら

これからもメレルは歩み続けます。



幼少の頃からアウトドアをこよなく愛していたアメリカの腕利きウエスタンブーツ
職人ランディ・メレル。1970年代、工業靴製造学校やアメリカ各地で学んだ靴づく
りの技術を活かし「ハイキングブーツ」製作を故郷ユタ州バーナルで開始。注文か
ら6ヵ月待ちにもなる完全オーダーメイドブーツは、抜群のフィット感と高品質で
ファンを増や続けた。1981年にはその優れた品質が口コミで全米に広がり、当時ア
ウトドアフリークの中で絶大な支持を得ていた雑誌「バッグパッカーマガジン」で
“北米で最も機能的で快適な靴”と特集され大きく取り上げられた。

そのブーツに引き寄せられるように、当時スキーブランドの幹部で、新ブランド設
立を考えていたクラーク・マティスとジョン・シュバイツァーが、名高い靴職人ラ
ンディ・メレルを招き入れ、職人の名前を冠にした「メレル・ブーツ・カンパ
ニー」を設立。この3人の運命的な出会いがアウトドアブランド「MERRELL®」の原
点となった。

ランディ・メレルの靴作りに対する方針は「一切の妥協を許さない」こと。細部
まで徹底的にこだわり、アウトドアで必要とされる機能性、快適性を実現させよ
うとした。クラーク・マティスも1968年・72年と冬季オリンピックのスキー競技
アメリカ代表として出場した根っからのアスリートで、冬季以外はシュバイ
ツァーと共にバックパッキングなどアウトドアに情熱を傾けてきた。だからこそ、
メレルの徹底的なモノづくりに熱く共感したマティスとシュバイツァーは、生産
過程を見直し品質改良に奔走した。

1983年、苦労を重ね遂に完成したのが最初の名作『Original Leather Hiking 
Boots』（現在日本国内では日本限定復刻モデル『Leather レザー』を展開中）が
誕生した。ランディ・メレルの優れた技術と2人の商才が加わったことで靴職人が
作り上げる“デザインと機能性”を損なわないままブーツの量産を可能にしたのだっ
た。メレルのオリジナルシューズのトレードマークは青い靴紐。今もなお、その
革新的で信頼の厚いハイキングブーツは生き続けている。

『世界最高のハイキングブーツを作りたい』



受け継がれる

モノづくりへの情熱は

４０年経った今も

変わることはない



Hike  ハイク P.9

Hydro Hike  ハイドロハイク P.27

Trail Run トレイルラン P.33

Barefoot ベアフット P.43

Outdoor Life アウトドアライフ P.49

Kids キッズ P.85

LET’S GET OUTSIDE.
もっと自然を楽しもう
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HIKE
ハイク

Performance Outdoor

「アウトドアをもっと楽しもう」というメレルが大切にしている思いを実現す
るため、様々な自然コンディションに対応する高い機能性と快適性を追求した
シューズカテゴリー。トレッキングやファストハイクを始め、多様性のあるア
ウトドアカルチャーにマッチする“マルチアウトドアシューズ”を幅広くライン
アップしています。



アッパー：メッシュ＆TPU

MOAB SPEED MID GORE-TEX®
モアブ スピード ミッド ゴアテックス® 税込 ￥20,680

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約340g (27.0cm片足)

22.5～25.0cm / 約280g (24.0cm片足)

スタックハイト：ヒール 31mm / つま先 21mm［10mmドロップ］

GORE-TEX®メンブレンをアッパーに搭
載し優れた透湿防水性を発揮する。急な
天候変化でも足室内の快適性を確保する。

リサイクル素材を30％配合した「ヴィ
ブラム エコデュラ」をアウトソールに
採用。さらに最新特許技術「トラク
ションラグ」形状がグリップ力を向上
させる。

相反する”軽さ“と”耐久性“を両立させた
「フロートプロ™」をミッドソールに採用。
さらに廃材を出さない製造プロセスで環境
負荷軽減を目指している。

ハイキングシューズの名品「モアブ」のラストを踏襲。
防水＆軽量マルチアウトドアシューズ / ミッドカット。

HIKE / MULTI OUTDOOR
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ラグ深：4mm

ライケン［135411］

ブラック［135409］ ネイビー［135418］ ブラック［135414］



HIKE / MULTI OUTDOORPERFORMANCE OUTDOOR
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MOAB SPEED GORE-TEX®
［LICHEN］

透湿防水性に優れた「ゴアテックス®」メンブ
レンの安心感は、アウトドアフィールドで活動
する上でとても重宝するツールです。急な天候
変化、悪路、沢などで、足を濡れから守ってく
れ、さらに長時間の行動でも足元の快適性を確
保してくれる優れものです。

アッパー：メッシュ＆TPU

MOAB SPEED GORE-TEX®
モアブ スピード ゴアテックス® 税込 ￥18,480

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約320g (27.0cm片足)

22.5～25.0cm / 約260g (24.0cm片足)

スタックハイト：ヒール 31mm / つま先 21mm［10mmドロップ］

ハイキングシューズの名品「モアブ」のラストを踏襲。
防水＆軽量マルチアウトドアシューズ / ローカット。

ライケン［066773］

ハイライズ［066771］ ブラック［066769］

ブラック［066850］アルティチュード［066856］

ラグ深：4mm
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MOAB 2 MID GORE-TEX®
［EARTH］

モアブが長く愛され続けているには理由がありま
す。シンプルに言えば、履いた瞬間のフィット感、
安定感が絶妙に「ちょうどよい」のです。機能性
と履き心地のバランスを追求し、靴の心臓とも言
えるラスト(木型)を特に大切にしてきたメレルの
神髄が垣間見えます。

HIKE / MULTI OUTDOORPERFORMANCE OUTDOOR

アッパー：撥水シンセティックレザー＆メッシュ

MOAB 2 MID GORE-TEX® WIDE WIDTH
モアブ 2 ミッド ゴアテックス® ワイド ワイズ 税込 ￥18,480

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約510g (27.0cm片足)

22.5～25.0cm / 約410g (24.0cm片足)

スタックハイト：ヒール 30mm / つま先 20mm［10mmドロップ］

アッパー：撥水シンセティックレザー＆メッシュ

MOAB 2 MID GORE-TEX®
モアブ 2 ミッド ゴアテックス® 税込 ￥17,380

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約490g (27.0cm片足)

22.5～25.0cm / 約400g (24.0cm片足)

スタックハイト：ヒール 30mm / つま先 20mm［10mmドロップ］

セドナ セージ［06060W］

チャコール［99798］

アース［06063］

ベルーガ［06059］

オリーブ［99773W］
ウォルナット［06057W］

グレー/ペリウィンクル
［06066］

ラグ深：5mm

ラグ深：5mm

メレルハイキングシューズのスタンダードモデル。
防水性・グリップ力など高機能が詰まったミッドカット決定版。

メレルハイキングシューズのスタンダードモデル。
幅広の足に対応するワイドワイズ仕様 / ミッドカット。



アッパー：撥水シンセティックレザー＆メッシュ

MOAB 2 GORE-TEX®
モアブ 2 ゴアテックス® 税込 ￥15,180

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約450g (27.0cm片足)

22.5～25.0cm / 約380g (24.0cm片足)

スタックハイト：ヒール 30mm / つま先 20mm［10mmドロップ］
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MOAB 2 GORE-TEX® 
［WALNUT］

世界のハイキングシューズを牽引し続けるメレルの
「モアブ」シリーズは、圧倒的な履き心地と安定感
が多くのファンを魅了し、長く愛され続ける名品と
なりました。かかとからつま先までアッパーサイド
にシリコンサポートが入っているデザインも特徴的
で、 「ハイキングシューズに迷ったらモアブ」と正
にその通りになりました。

HIKE / MULTI OUTDOORPERFORMANCE OUTDOOR

アッパー：撥水シンセティックレザー＆メッシュ

MOAB 2 GORE-TEX® WIDE WIDTH
モアブ 2 ゴアテックス® ワイド ワイズ 税込 ￥16,280

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約460g (27.0cm片足)

スタックハイト：ヒール 30mm / つま先 20mm［10mmドロップ］

ウォルナット［06035］

ローレル［033468］

ブラック［06037］

ベルーガ［06039W］

オリーブ［033466］

GORE-TEX®メンブレンを搭載し優れ
た透湿防水性を確保。

優れたグリップ力と耐久性を発揮す
るヴィブラムアウトソールに採用。

ラグ深：5mm

ラグ深：5mm

メレルハイキングシューズのスタンダードモデル。
防水性・グリップ性など高機能が詰まったローカットタイプ。

メレルハイキングシューズのスタンダードモデル。
幅広の足に対応するワイドワイズ仕様 / ローカット。
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CHAMELEON 8 STORM GORE-TEX®
［MOONBEAM］

様々なアウトドアアクティビティの種類と場所を
選ばない“マルチアウトドアシューズ”と称され、
トレッキングからキャンプ、フェス、カジュアル
スタイルまで、絶大な人気を博してきた「カメレ
オン」。そのフォルムと機能性、履き心地は今や
No.8モデルまで受け継がれ、今日も心躍る冒険へ
わたしたちを連れていきます。

HIKE / MULTI OUTDOORPERFORMANCE OUTDOOR

アッパー：撥水ラギッドメッシュ

CHAMELEON 8 STORM GORE-TEX®
カメレオン 8 ストーム ゴアテックス® 税込 ￥18,480

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約480g (27.0cm片足) ※ムーンビームのみ25.0～28.0cm展開

22.5～25.0cm / 約390g (24.0cm片足)

長く愛され続けるマルチアウトドアシューズの決定版。
トレッキングからキャンプ、フェスまで大活躍するローカットモデル。

ムーンビーム［035625］ NEW

ムーンビーム［035690］ NEW

ブラック［033606］

ブラック［033103］ ライケン［033671］

ライケン［033610］

フレイム［033675］ ドラゴンフライ［033608］

ラグ深：5mm
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HIKE / MULTI OUTDOORPERFORMANCE OUTDOOR

アッパー：メッシュ＆TPU

MQM FLEX 2 GORE-TEX®［JAPAN CAPSULE］
エムキューエム フレックス 2 ゴアテックス®［ジャパンカプセル］ 税込 ￥18,480

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約390g (27.0cm片足)

22.5～25.0cm / 約310g (24.0cm片足)

アッパー：撥水ラギッドメッシュ

CHAMELEON 8 STORM GORE-TEX®［JAPAN CAPSULE］
カメレオン 8 ストーム ゴアテックス®［ジャパンカプセル］ 税込 ￥20,680

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約480g (27.0cm片足)

22.5～25.0cm / 約390g (24.0cm片足)

アッパー：撥水ラギッドメッシュ

CHAMELEON 8 STORM MID GORE-TEX®
カメレオン 8 ストーム ミッド ゴアテックス® 税込 ￥20,680

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約510g (27.0cm片足) ※フレイムのみ25.0～28.0cm展開

GORE-TEX®メンブレンをアッパーに搭載
し優れた透湿防水性を確保。シューズ内の
快適性を保たせます。

ヴィブラムソールの新スタンダードグリップ
「Vibram XS TREK EVO」をアウトソールに
採用。耐久性とグリップ力が向上。

耐摩耗性に非常に強い撥水加工を施したラ
ギッドメッシュをアッパー全体に採用。

ライケン［034091］

フレイム［034095］

ブラック［034087］

ホワイト［035551］

バターナッツ［035547］

バターナッツ［035598］

ブラック［035543］

ブラック［035624］

ホワイト［035545］

ホワイト［035596］

ブラック［035549］

ブラック［035600］

バターナッツ［035553］

バターナッツ［035604］

ラグ深：5mm

ラグ深：5mm

ラグ深：5mm

長く愛され続けるマルチアウトドアシューズの決定版。
新ヴィブラムソールにアップデートしたミッドカットモデル。

マルチアウトドアシューズ「カメレオン」。
“ジャパンカプセル” スペシャルカラー / ローカットモデル。

ファストハイク対応のアクティブアウトドアシューズ「MQM」。
“ジャパンカプセル” スペシャルカラーモデル。

【ジャパン カプセル】
日本の洗練されたミニマム＆ベーシッ
クスタイルをインスパイアしたメレル
の新アパレルコレクション。

【ジャパン カプセル】
日本の洗練されたミニマム＆ベーシッ
クスタイルをインスパイアしたメレル
の新アパレルコレクション。
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BRAVADA MID WATERPROOF
［ALUMINUM］

スニーカーのような馴染みやすい履き心地とハ
イキングシューズの機能性をハイブリッドさせ
た女性専用の新コンセプトシューズ「SN/KE 
(スナイク)」シリーズ。多様なアウトドア文化
が拡がる中、機能的でスタイリッシュなデザイ
ンをあわせ持つモデルが選択肢に加わりました。

HIKE / MULTI OUTDOORPERFORMANCE OUTDOOR

アッパー：撥水メッシュ

BRAVADA MID WATERPROOF
ブラバーダ ミッド ウォータープルーフ 税込 ￥17,050

22.5～25.0cm / 約350g (24.0cm片足)

アッパー：撥水メッシュ

BRAVADA WATERPROOF
ブラバーダ ウォータープルーフ 税込 ￥15,950

22.5～25.0cm / 約310g (24.0cm片足)

アルミニウム［034228］

エリカ/ピーコック［034238］

アルミニウム［034234］

ラグ深：5mm

ラグ深：5mm

機能性とスニーカーの要素を掛け合わせた新コンセプト「SN/KE (スナイク) 」。
ウィメンズ専用ハイキングシューズ / ミッドカット。

機能性とスニーカーの要素を掛け合わせた新コンセプト「SN/KE (スナイク)」。
ウィメンズ専用ハイキングシューズ / ローカット。
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LEATHER
［BROWN/MOGANO］

「メレルハイキングブーツ」のトレードマーク“青い
靴紐”を受け継ぐメレルの原点。職人の手で１つ１つ
思いを込めて作られたそのブーツには、安心感を超
えて“信頼”という言葉が馴染む。名品「レザー」と
「ウィルダネス」はメレルブランドの『シンボル』
であり、これからもわたしたちアウトドアブランド
としての方向を示す光であり続けます。

HIKE / MULTI OUTDOORPERFORMANCE OUTDOOR

アッパー：フルグレインレザー

LEATHER
レザー 税込 ￥58,300

23.0, 24.0, 25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約700g (27.0cm片足)

※ユニセックスはメンズ規格のサイズレンジになります

アッパー：フルグレインレザー

WILDERNESS
ウィルダネス 税込 ￥49,500

23.0, 24.0, 25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約800g (27.0cm片足)

※ユニセックスはメンズ規格のサイズレンジになります

ブラウン/モガーノ［1027］

ブラック［1015］

メレルハイキングブーツの原点「オリジナル レザー ハイキングブーツ」
日本限定復刻モデル。

１つ１つ職人が思いを込めて作るもう1つのメレル名作ハイキングブーツ。
名作「レザー」よりアッパー強度が向上。
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Performance Outdoor

ウォーターアクティビティからレジャーアウトドアまで、その優れた機能性と
快適性が一日の行動をマルチにサポートします。またシンプルで独創的なデザ
インが、タウンユースからワークシーン、アーバンアウトドアスタイルにも映
え、季節やシーンを限定しないアクティブサンダルコレクションです。

HYDRO HIKE
ハイドロ ハイク
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HYDRO MOC
［KOMBU / KANGAROO / BLACK］

まるでシューズを履いているような踵部のフィッ
ト感とつま先まわりの解放感が心地良いEVAサン
ダル。アクアユースでの使用はもちろん、特にそ
の斬新なデザインが、世界のアーバンアウトドア
スタイルシーンでファッションアイコンとしても
大きな話題になっています。

HYDRO HIKEPERFORMANCE OUTDOOR

アッパー：EVAフォーム

HYDRO MOC
ハイドロ モック 税込 ￥5,500

25.0～30.0cm (1cm刻み) / 約240g (27.0cm片足)

22.0～25.0cm (1cm刻み) / 約190g (24.0cm片足)

一目置く特徴的なデザインと、軽くて快適な履き心地。
EVAフォームのアウトドアアクティビティサンダル。

ブラック［19992］

カンガルー［036183］ NEW

コンブ［036185］ NEW

ブラック［48595］
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KAHUNA 3-STRAP
［ALUMINUM］

メレルのアクティビティサンダルは”快適で万能“と
いう言葉がマッチします。凸凹の路面にも対応する
ヴィブラムアウトソール、ウェットスーツにも使用
される伸縮性に優れたライクラ®ネオプレーンの採
用など、長時間の使用にも足当たりが柔らかく、
しっかり地面を掴んでくれるので安心。

HYDRO HIKEPERFORMANCE OUTDOOR

アッパー：リサイクルウェビング

KAHUNA 3-STRAP
カフナ 3 ストラップ 税込 ￥12,100

25.0～30.0cm (1cm刻み) / 約310g (27.0cm片足)

アッパー：ナイロンウェビング＆メッシュ

KAHUNA WEB
カフナ ウェブ 税込 ￥11,000

25.0～30.0cm (1cm刻み) / 約270g (27.0cm片足)

22.0～25.0cm (1cm刻み) / 約210g (24.0cm片足)

アルミニウム［002639］
オリーブ［002635］

ブラック［002633］

コバルト/マリーン
［002583］ NEW

ブラック［000779］

アルミニウム［002585］ NEW

バールウッド/ムーン
［002558］ NEW

ブラック［000942］

マルチ［002556］ NEW

高い機能性とフィット感、柔らかな履き心地を追求した、
３ストラップアクティブサンダル。

優れたグリップ力で行動範囲も広がる。
マルチに活躍するストラップサンダル。
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Performance Outdoor

TRAIL RUN
トレイル ラン

大自然を全身で感じ、駆け抜ける爽快感とスリル…そんなトレイルランニン
グも多様性のあるアウトドアカルチャーの一つ。世界のトップトレイルラン
ナーも愛用するMTL(メレルテストラボ)フラッグシップモデルを始め、様々
なフィールドコンディションに対応する機能バランスの優れたラインアップ
が揃っています。あなたの可能性を広げ、感動の瞬間に連れていきます。
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TRAIL RUN / NATURE’S GYMPERFORMANCE OUTDOOR

MOAB FLIGHT
［TANGERINE］

軽量でへたりにくく、クッショニング抜群の特殊
ミッドソール「フロートプロ™」の搭載により、
長時間長距離でも足を守り、さらにヴィブラム
ソールと合わせて、正に“街から山まで楽しめる”
マルチなモデル。シューズパーツ各所にリサイク
ル素材を積極的に採用したサステナブルな一足。

アッパー：リサイクルメッシュ

MOAB FLIGHT
モアブ フライト 税込 ￥14,300

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約270g (27.0cm片足)

22.5～25.0cm / 約230g (24.0cm片足)

スタックハイト：ヒール 29mm / つま先 19mm［10mmドロップ］

ハイキングシューズの名品「モアブ」のラストを踏襲。
街から山までどこでも駆け回れる軽量＆クッショニングモデル。

ブラック［066751］

タンジェリン［066741］

ネイビー［066816］マリーン［066814］

ラグ深：3mm
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TRAIL RUN / NATURE’S GYMPERFORMANCE OUTDOOR

MTL LONG SKY
［HV BLACK］

メレルと契約する世界のトップトレイルランナー
のフィードバックを取り入れ、よりコアアスリー
トの足元を支えるべく誕生した『Merrell Test 
Lab』シリーズ。略称 ”MTL“シリーズは構造や素
材など考え抜かれたフラッグシップモデルで、
フィット感、安定性、グリップ力など非常にバラ
ンスの取れた至高のモデル。

アッパー：メッシュ＆TPU

MTL LONG SKY
エムティーエル ロング スカイ 税込 ￥15,400

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約290g (27.0cm片足)

22.5～25.0cm / 約240g (24.0cm片足)

スタックハイト：ヒール 27.5mm / つま先 19.5mm［8mmドロップ］

アッパー：リサイクルメッシュ

MOAB FLIGHT UNDYED
モアブ フライト アンダイド 税込 ￥15,400

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約270g (27.0cm片足)

22.5～25.0cm / 約230g (24.0cm片足)

スタックハイト：ヒール 29mm / つま先 19mm［10mmドロップ］

アンダイド［066781］

エイチニュー ブラック［066395］
イグズーベランス［066223］

エイチニュー ブラック［066452］

アンダイド［066862］

ハイキングシューズの名品「モアブ」のラストを踏襲。
染色工程を削減したサステナブルな軽量＆クッショニングモデル。
※直営店・公式オンラインストア限定展開品

テクニカルコースからウルトラディスタンスまで対応する、
メレル トレイルランニングシューズのフラッグシップモデル。

ラグ深：3mm

ラグ深：5mm
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TRAIL RUN / NATURE’S GYMPERFORMANCE OUTDOOR

RUBATO
［HV BLACK］

世界有数のイタリアのソールメーカー「ヴィブラム」。
多くの種類があるアウトソールの中でも、特に濡れた
路面で最大限の力を発揮する『ヴィブラム メガグリッ
プ』はトレイルランナーの中では攻めるためのファク
ターであり、安心材料の一つ。より自由に野山を駆け
回り、全力で楽しむためにはアウトソールはしっかり
選びたいもの。

RUBATO
ルバート 税込 ￥16,500

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約300g (27.0cm片足)

22.5～25.0cm / 約240g (24.0cm片足)

スタックハイト：ヒール 31.5mm / つま先 31.5mm［0mmドロップ］

ロングディスタンスのトレイル＆ロードに対応する
ナチュラル感覚な0mmドロップ設計 / 厚底クッショニングモデル。

エイチニュー ブラック［135243］

ブラック［135241］

モニュメント［135252］ゴールドフィッシュ［135254］

ラグ深：4mm
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TRAIL RUN / NATURE’S GYMPERFORMANCE OUTDOOR

ANTORA 2
［NAVY］

女性の骨格構造、歩行時の特徴を元に開発された
女性専用ミッドソール＆フットベッド『Qフォー
ム 2』。スムーズな重心移動を促し、経験が浅い
トレイルランナーでも安心して使用できます。
メンズのノバ、ウィメンズのアントラは、トレイ
ルランニングからアウトドアカジュアルスタイル
まで幅広くお勧めできるマルチシューズです。

ANTORA 2
アントラ 2 税込 ￥13,200

22.5～25.0cm / 約260g (24.0cm片足)

アッパー：メッシュ＆TPU

NOVA 2
ノバ 2 税込 ￥13,200

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約280g (27.0cm片足)

スタックハイト：ヒール 29.5mm / つま先 21.5mm［8mmドロップ］

アッパー：メッシュ＆TPU

スタックハイト：ヒール 28.5mm / つま先 20mm［8.5mmドロップ］

ボウルダー［066717］

ゴールド［066721］ブラック/インセンス［066715］

ネイビー［066844］

街も山もこの１足でマルチに対応。
メンズ専用 マルチトレイルランニングシューズ。

街も山もこの１足でマルチに対応。
ウィメンズ専用 マルチトレイルランニングシューズ。 ラグ深：5mm

ラグ深：5mm



Performance Outdoor

BAREFOOT
ベアフット

4443

普段使わない筋肉やバランス感覚など、本来人間の身体が持つ力を引き出す
ために生まれた０mmドロップ設計の裸足感覚シューズ。ソールは薄く、ま
るで足袋のように必要最低限まで素材・機能を削ぎ落としているため、足に
低負荷をかけ、トレーニング効果の向上、動作改善を促します。大地を直に
感じ、足元にナチュラルな解放感を与えてくれます。
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BAREFOOT / NATURE’S GYMPERFORMANCE OUTDOOR

MOVE GLOVE
［ BLUESTAR ・BLACK/WHITE］

ベアフットシューズに高機能アウトソール「ヴィブラ
ム メガグリップ」をフィン状に搭載したハイスペック
なモデル。メレルベアフットコレクション3タイプあ
る中で真ん中の9.5mm厚。大地を感じるナチュラル感
とシューズ本来の機能をバランス良くあわせ持つ。日
常での使用やトレーニング、山の中での確実な足運び
や着地を見直す練習にもお勧めできます。

MOVE GLOVE
ムーブ グローブ 税込 ￥13,200

アッパー：リサイクルメッシュ

VAPER GLOVE 5
ベイパー グローブ 5 税込 ￥11,000

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約180g (27.0cm片足)

22.5～25.0cm / 約140g (24.0cm片足)

スタックハイト：ヒール 6.5mm / つま先 6.5mm［0mmドロップ］

アッパー：メッシュ

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約230g (27.0cm片足)

22.5～25.0cm / 約170g (24.0cm片足)

スタックハイト：ヒール 9.5mm / つま先 9.5mm［0mmドロップ］

コバルト［135375］

ブラック［135365］

オリーブ［135369］

ブラック/ホワイト［066431］ NEW ブラック［16737］ ブラック［16798］

ブルースター［066352］ NEW

ブラック［135372］

メレルベアフットシリーズ最薄6.5mm厚モデル。
捻じれるほど薄く、究極のナチュラル感覚シューズ。

優れたグリップ性と抜群のフィット感で
マルチに活躍するミドルライン9.5mm厚モデル。

ラグ深：2mm

ラグ深：4mm
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BAREFOOT / NATURE’S GYMPERFORMANCE OUTDOOR

TRAIL GLOVE 6
［LICHEN］

限りなく素材・機能をそぎ落とし、足底平らな0mm
ドロップ形状のベアフットシューズ。日常生活から
徐々に馴染せ、各々の目的や強度に合わせ活用し、人
間の体本来の機能状態に戻していく、そこにベアフッ
トシューズの存在意義はあります。ベアフットコレク
ションを展開し始めて早10年…大地を感じ、動作を見
直すきっかけをこれからも提供していきます。

アッパー：リサイクルメッシュ

TRAIL GLOVE 6
トレイル グローブ 6 税込 ￥14,300

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約220g (27.0cm片足)

22.5～25.0cm / 約180g (24.0cm片足)

スタックハイト：ヒール 11.5mm / つま先 11.5mm［0mmドロップ］

フィールドやシーンを選ばない“マルチベアフットシューズ”。
サステナブルな素材を多く採用した11.5mm厚モデル。

ライケン［135381］

ブラック［135377］

バーチ［135424］ブラック［135384］

ラグ深：3mm



Active Lifestyle

OUTDOOR LIFE
アウトドア ライフ

5049

アウトドアブランドとして培われた技術や知識、デザインをライフスタイ
ルカジュアルに落とし込んだシューズコレクション。タウンユースを始め、
レジャーアウトドア、アフタースポーツまで、多彩なアウトドアライフを
もっとシンプルに楽しめるラインアップが揃っています。
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OUTDOOR LIFEACTIVE LIFESTYLE

JUNGLE MOC MONOCHROME
［SPICE］

1998年に発売して以来、その唯一無二の履き心
地に世界中のユーザーが魅了され、累計販売足
数は1700万足以上を誇るメレルのブランドアイ
コン「ジャングルモック」。多彩なアーバンア
ウトドアスタイルにフィットする5色のモノク
ロームデザインがこの春新登場。

アッパー：ヌバックレザー

JUNGLE MOC［MONOCHROME］
ジャングル モック［モノクローム］ 税込 ￥13,200

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約370g (27.0cm片足)

22.5～25.0cm / 約310g (24.0cm片足)

長く愛され続けている名品「ジャングル モック」。
淡く爽やかな色が映えるモノクロームカラーコレクション。

スパイス［002287］

オイスター［002291］ライケン［002289］

バールウッド［002285］トゥルーパー［002283］

オイスター［003408］ライケン［003406］

バールウッド［003410］トゥルーパー［003412］

スパイス［003404］



5453

OUTDOOR LIFEACTIVE LIFESTYLE

JUNGLE MOC 
［TAUPE］

世界で初めて「アフタースポーツシューズ」とい
う名を築き上げ、着脱の楽さ、包まれるフィット
感、場所やシーンを選ばない普遍的でミニマルな
デザイン性が、このシューズを輝かせ続ける魅力。
変わらない履き心地と信頼をいつまでも。

アッパー：撥水ピッグスエードレザー

JUNGLE MOC
ジャングル モック 税込 ￥13,200

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約370g (27.0cm片足)

22.5～25.0cm / 約310g (24.0cm片足)

履き心地と着脱の楽さで世界中を魅了し続けている名品。
“モック”シューズのアイコン的存在。

ガンスモーク［60787］

ミッドナイト［60825］

トープ［60801］

ピューター［60805］

ミッドナイト［60826］ピューター［60806］

トープ［60802］

ガンスモーク［60788］



5655

OUTDOOR LIFEACTIVE LIFESTYLE

JUNGLE MOC CRAFTED 
［PEANUT］

ジャングルモックの履き心地はそのままに、レザー
のクラフト感を出す甲のデコラティブ スティッチ
が、落ち着いたデザインながら足元にお洒落さを演
出します。使うほど風合いが増し馴染んでくる上質
なフルグレインレザーが、”わたしの靴“という愛着
をより感じさせてくれます。

アッパー：フルグレインレザー

JUNGLE MOC CRAFTED
ジャングル モック クラフト 税込 ￥15,400

25.0～28.0cm / 約420g (27.0cm片足)

アッパー：フルグレインレザー

JUNGLE MOC LEATHER
ジャングル モック レザー 税込 ￥14,300

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約390g (27.0cm片足)

ブラック［003091］
ピーナッツ［003087］

ダーク ブラウン［567117］

ブラック［567113］

名品「ジャングル モック」をベースに、
上質なフルグレインレザーを採用したビジネスカジュアルモデル。

名品「ジャングル モック」をベースに、
デコラティブ スティッチが印象を変えてくれるお洒落なレザーモデル。
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OUTDOOR LIFEACTIVE LIFESTYLE

JUNGLE MOC 2.0 ［BOULDER］

アッパー：撥水ピッグスエードレザー

JUNGLE MOC 2.0
ジャングル モック 2.0 税込 ￥15,180

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約330g (27.0cm片足)

22.5～25.0cm / 約280g (24.0cm片足) アッパー：フルグレインレザー

JUNGLE MOC 2.0［SMOOTH LEATHER］
ジャングル モック 2.0［スムース レザー］ 税込 ￥16,280

25.0～28.0cm / 約380g (27.0cm片足)

名品「ジャングル モック」の履き心地を継承。
シーンを選ばないスタイリッシュなスリムデザインモデル。

ブラック［5002203］

ネイビー［5002205］

グラナイト［94523］ ボウルダー［94527］ ダスティ オリーブ［94525］

ターキッシュ コーヒー［5002201］

ブラック スムース［5002199］

ネイビー［5002374］

ブラック［5002372］

エスプレッソ［90626］ ブリンドル［90628］ ボサノバ［5002376］

ジャングル モック 2.0 の履きやすさはそのままに、
上質なフルグレインレザーをまとうビジネスカジュアルモデル。
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OUTDOOR LIFEACTIVE LIFESTYLE

MERRELL CLOUD SPRINT
［DEEP LICHEN］

リサイクル素材の採用、廃材を出さない製造工程
で作られ“ECOで快適な履き心地”を体現した特殊
なミッドソールを搭載しているサステナブルス
ニーカー。メレル不朽の名作「スプリント」シ
リーズのアッパーデザインを踏襲し、伝統的なデ
ザインと最新の技術を融合させました。

アッパー：リサイクルニット＆TPU

MERRELL CLOUD SPRINT
メレル クラウド スプリント 税込 ￥12,100

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約210g (27.0cm片足)

アッパー：リサイクルニット＆TPU

MERRELL CLOUD MOAB
メレル クラウド モアブ 税込 ￥12,100

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約230g (27.0cm片足)

ディープ ライケン［002873］

タービュランス［002879］

ブラック/グラナイト［002997］

ディープ ライケン［002897］

ムーンビーム［002947］

ブラック［002943］

名品「モアブ」のアッパーデザインを踏襲した
サステナブルを体現する超軽量スニーカー

名品「スプリント」のアッパーデザインを踏襲した
サステナブルを体現する超軽量スニーカー
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OUTDOOR LIFEACTIVE LIFESTYLE

MERRELL CLOUD MOC KNIT 
［BLACK］

ミッドソール『フロートエコ™』は、環境負荷
低減のためリサイクル可能な TPE (サーモプラ
スチック・エラストマー)を原材料とし、さら
に廃材を出さない生産プロセスで開発。雲みた
いにフワッと浮いてしまうような軽さと優しく
包み込む快適なクッション性で、インソールい
らずのシューズ構造を実現しました。 アッパー：リサイクルニット＆TPU

MERRELL CLOUD MOC KNIT
ジャングル モック クラフト 税込 ￥13,200

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約200g (27.0cm片足)

アッパー：リサイクルニット＆TPU

MERRELL CLOUD KNIT
メレル クラウド ニット 税込 ￥13,200

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約220g (27.0cm片足)

ネイビー［003221］

ブラック［003215］

チャコール［003223］

ブリンドル［003213］

ブラック［003203］

シンプル＆ベーシックデザインでスタイルを選ばない
レースアップタイプの超軽量メンズスニーカー。

シンプル＆ベーシックデザインでスタイルを選ばない
モックタイプの超軽量メンズスニーカー。
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OUTDOOR LIFEACTIVE LIFESTYLE

MERRELL CLOUD KNIT_WOMEN ［BLACK/WHITE］

アッパー：リサイクルニット＆TPU

MERRELL CLOUD VENT
メレル クラウド ベンチ 税込 ￥12,100

22.5～25.0cm / 約170g (24.0cm片足)

アッパー：リサイクルニット＆TPU

MERRELL CLOUD MOC VENT
メレル クラウド モック ベンチ 税込 ￥12,100

22.5～25.0cm / 約160g (24.0cm片足)

アッパー：リサイクルニット＆TPU

MERRELL CLOUD KNIT
メレル クラウド ニット 税込 ￥12,100

22.5～25.0cm / 約180g (24.0cm片足)

ブラック［003440］

ブラック［003456］

バールウッド［003442］

ムーンビーム［003332］ ブラック/ホワイト［003550］

バールウッド［003328］

インソール一体型の柔らかな履き心地。
レースアップタイプの超軽量ウィメンズスニーカー。

軽さと快適な履き心地、スマートなデザインを追求した
モックタイプの超軽量ウィメンズスニーカー。

甲を覆うようなお洒落なレースデザインが印象的。
超軽量ウィメンズスニーカー。
※直営店・公式オンラインストア限定展開品
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OUTDOOR LIFEACTIVE LIFESTYLE

LONG SKY SEWN
［BLACK BRINDLE / BLACK / BIRCH］

トレイルシューズのフラッグシップモデル「MTL
ロングスカイ」のデザインとハイスペックなグ
リップを踏襲。アッパーは軽量でストレッチ性の
ある柔らかなニット素材で、甲周りを大きく覆う
レースとフィット調整を容易にするトグルクロー
ジャーがワンアクセントに。アクティブなOFFを
支えてくれるスタイリッシュなスニーカーです。 アッパー：軽量ストレッチニット＆TPU

LONG SKY SEWN
ロング スカイ ソーン 税込 ￥15,400

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約270g (27.0cm片足)

「MTLロングスカイ」のアッパーデザインと機能性を踏襲。
スタイリッシュなアウトドアカジュアルスニーカー。

ブラック/ブリンドル［002581］

ブラック［002579］

バーチ［002975］
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OUTDOOR LIFEACTIVE LIFESTYLE

CATALYST STORM
［EXUBERANCE］

クライミングのアプローチシューズからインスパ
イアされデザインされたアウトドアカジュアルス
ニーカー。100％リサイクル素材のウェビング
アッパーとレースを採用し、ECOで快適なシュー
ズを目指しました。（ユニセックスモデル）

アッパー：リサイクルウェビング

CATALYST STORM
カタリスト ストーム 税込 ￥11,000

23.0, 24.0, 25.0～28.0cm / 約340g (27.0cm片足)

※ユニセックスはメンズ規格のサイズレンジになります

アッパー：スエードレザー＆メッシュ

CATALYST SUEDE
カタリスト スエード 税込 ￥14,300

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約370g (27.0cm片足)

ブリンドル［000091］ NEW ゴールド［000097］

ブラック［5001371］ NEW

ブラック［2002781］

チリ［2002783］イグズーベランス［2002785］

クライミングのアプローチシューズをインスパイアした
ウェビング素材のアウトドアカジュアルスニーカー。

クライミングのアプローチシューズをインスパイアした
スエードレザー素材のアウトドアカジュアルスニーカー。
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OUTDOOR LIFEACTIVE LIFESTYLE

ALPINE STRAP
［BURLWOOD］

「アルパイン」シリーズは“THE FUTURE RETRO”
をコンセプトに、後世に残したい懐かしさ・レトロ
感と、現代を映し出す新しさを組み合わせたアウト
ドアカジュアルライン。3タイプのサンダルを用意。
ソックスとの相性も良く、アーバンスタイルで活躍
します。スタイリングの組み合わせはあなた次第。

アッパー：スエードレザー＆テキスタイル

ALPINE SNEAKER
アルパイン スニーカー 税込 ￥11,000

25.0～28.0cm / 約330g (27.0cm片足)

ALPINE STRAP
アルパイン ストラップ 税込 ￥8,800

アッパー：ライクラ®ネオプレーン＆テキスタイル

25.0～30.0cm (1cm刻み) / 約300g (27.0cm片足) ※パロマ、ゴールドのみ25.0～28.0cm (1cm刻み)展開

22.0～25.0cm (1cm刻み) / 約260g (24.0cm片足)

ネイビー/チリ［003001］

ブラック［16695］

ネイビー［002841］
パロマ［002837］

ゴールド［002865］ ブラック［002835］

バールウッド［003562］

ブラック［003552］

どこか懐かしさと新しさを感じさせるレトロデザインの
アウトドアカジュアルスニーカー。

快適な履き心地と斬新なシャークソールが目を引く
マルチユースのストラップサンダル。
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OUTDOOR LIFEACTIVE LIFESTYLE

ALPINE SLIDE 
［BLACK］

シンプルなデザインは、夏のアーバンアウトド
アスタイルにはよく合います。サメの歯のよう
なシャークソールもお洒落で、アッパーには
ウェットスーツにも使われている伸縮性の高い
ライクラ®ネオプレーン素材を採用しているの
で足当たりも良し。夏のアーバンアウトドアス
タイルの未来を指し示す一足。

アッパー：ライクラ®ネオプレーン＆テキスタイル

ALPINE SLIDE
アルパイン スライド 税込 ￥8,800

22.5, 23.5, 24.5, 25.0～30.0cm (1cm刻み) / 約290g (27.0cm片足)

※ユニセックスはメンズ規格のサイズレンジになります

アッパー：ライクラ®ネオプレーン＆テキスタイル

ALPINE CLOG
アルパイン クロッグ 税込 ￥8,800

22.0～ 30.0cm (1cm刻み) / 約300g (27.0cm片足)

※ユニセックスはメンズ規格のサイズレンジになります

オリーブ［004003］

パロマ［2002853］

オリーブ［2002855］ブラック［2002851］

ネイビー［2002857］
ゴールド［2003041］

ブラック［004001］

スタイリッシュなスライダーサンダル。
ちょっとしたレジャーからタウンユースまで活躍。

ラフ過ぎず、スタイリッシュに履きこなせるクロッグサンダル。
ユニセックス展開で 履く人を選ばない。
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OUTDOOR LIFEACTIVE LIFESTYLE

DISTRICT HAYES STRAP LEATHER ［ESPRESSO］

アッパー：キャンバス

DISTRICT FINLEY STRAP
ディストリクト フィンリー ストラップ 税込 ￥7,700

22.0～25.0cm (1cm刻み) / 約180g (24.0cm片足)

アッパー：フルグレインレザー

DISTRICT HAYES STRAP LEATHER
ディストリクト ヘイズ ストラップ レザー 税込 ￥11,000

22.0～25.0cm (1cm刻み) / 約160g (24.0cm片足)

アッパー：ライクラ®ネオプレーン＆テキスタイル

DISTRICT MURI LATTICE
ディストリクト ムリ ラティス 税込 ￥9,900

22.0～25.0cm (1cm刻み) / 約170g (24.0cm片足)

ブラックアウト［003378］

ムーン/ハイ ヴィズ［002948］

オリーブ［002940］

ムーン［000792］

ネイビー/グレー［5001416］

ブラック［002920］

エスプレッソ［002922］

軽くて丈夫なキャンバスアッパーと包み込むヒールストラップ。
シンプルデザインで快適な履き心地のウィメンズサンダル。

伸縮性のあるライクラ®ネオプレーンとテキスタイルを組み合わせた
足当たりの優しいウィメンズサンダル。

※直営店・公式オンラインストア限定展開品

レザーストラップが足元をスタイリッシュに魅せる
上質なウィメンズサンダル。
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OUTDOOR LIFEACTIVE LIFESTYLE

PATHWAY LACE
［OLIVE］

2011年に発売してから10年。今も尚多くユーザーに愛
され続けているアウトドアカジュアルシューズ「パス
ウェイ」シリーズ。丸みを帯びた印象的なフォルムは
当時から人気を博し、各所に落とし込まれたディテー
ルが、その履き心地と快適性を裏付けています。世界
でも日本が継続して展開し続けている名品です。

アッパー：撥水ピッグスエードレザー

PATHWAY LACE
パスウェイ レース 税込 ￥15,180

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約320g (27.0cm片足)

22.5～25.0cm / 約280g (24.0cm片足)

丸みのある特徴的なフォルムと履き心地が人気の理由のすべて。
アウトドアカジュアルシューズのロングセラーモデル。

メレル ストーン［41565］

アンテロープ［41567］

オリーブ［6002175］ネイビー［575517］

ブラック［6002173］

メレル ストーン［55974］

アンテロープ［55976］

ネイビー［575460］ オリーブ［6002304］

ブラック［6002306］

シラー［6002302］
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OUTDOOR LIFEACTIVE LIFESTYLE

PATHWAY MOC 
［NAVY］

メレルの代名詞とも言える「ジャングルモック」を
ルーツとするスタイリッシュなモックシューズ。
見た目以上にクッション性も高く、丸みを帯びた印
象的なフォルムや機能性、履き心地がロングセラー
になっている理由。スマートに魅せる、一つ上のア
ウトドアカジュアルスタイルを演出します。

アッパー：撥水ピッグスエードレザー

PATHWAY MOC
パスウェイ モック 税込 ￥14,080

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約290g (27.0cm片足)

22.5～25.0cm / 約260g (24.0cm片足)

アッパー：撥水ピッグスエードレザー

PATHWAY MID LACE
パスウェイ ミッド レース 税込 ￥16,280

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約320g (27.0cm片足)

22.5～25.0cm / 約270g (24.0cm片足)

シラー［6002165］オリーブ［6002167］

ブラック［6002169］

ボウルダー［66329］

ネイビー［575519］

ハニー［66337］

オリーブ［6002308］

ブラック［6002298］

ボウルダー［32026］

ネイビー［575520］

ハニー［32038］

大胆なステッチづかいと丸みのあるフォルム。
履けばスタイリッシュに魅せるアウトドアカジュアルシューズの名品。

“パスウェイ” シリーズ独特の丸みのあるフォルムと
スマートで脱ぎ履きが楽な 人気のモックタイプモデル。
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OUTDOOR LIFEACTIVE LIFESTYLE

MOOTOPIA LACE
［LIGHT BROWN］

長年多くのユーザーから根強い人気を誇るロング
セラーモデル。丸みを帯びたフォルムとシンプル
デザイン、フルグレインレザーの風合い感、特に
印象的なアウトソールに施された浮世絵風の波乗
りデザインが人を惹きつけます。インソールにも
片足ごとに違うメッセージがプリントされ、遊び
心をくすぐられます。

アッパー：キルティングナイロン

HUT MOC
ハット モック 税込 ￥9,350

25.0～30.0cm (1cm刻み) / 約160g (27.0cm片足)

22.0～25.0cm (1cm刻み) / 約130g (24.0cm片足)

アッパー：フルグレインレザー

MOOTOPIA LACE
ムートピア レース 税込 ￥13,200

25.0～30.0cm / 約250g (27.0cm片足)

22.0～25.0cm / 約230g (24.0cm片足)

ブラック［20551］

ライト ブラウン［20555］

ブロンテ ブラウン［20557］

チャコール［5001073］

トリプル ブラック［90731］

ブラック［20552］

ライト ブラウン［20556］

ブロンテ ブラウン［20558］

チャコール［5001132］

トリプル ブラック［90802］

ネイビー［5001071］

ネイビー［5001130］

丸みを帯びたフォルムと浮世絵をイメージしたアウトソール
デザインが遊び心をくすぐるロングセラーモデル。

キャンプシーンやアフタースポーツに最適。
軽量で快適なマルチユース モックシューズ。
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OUTDOOR LIFEACTIVE LIFESTYLE

ENCORE BREEZE 4
［NAVY］

通気性の高いメッシュ素材とレザーをアッパーに
採用したスライドタイプシューズ。低いヒールが
脱ぎ履きを楽にさせ、気軽に履きたくなる一品。
一人一人の足型にフィットする最新技術の高密度
フットベッドが快適性を持続させます。”楽“こそ
毎日履きたくなる一番大切なポイント。

アッパー：メッシュ＆フルグレインレザー

ENCORE BYPASS 2
アンコール バイパス 2 税込 ￥11,000

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約260g (27.0cm片足)

アッパー：メッシュ＆レザー

ENCORE BREEZE 4
アンコール ブリーズ 4 税込 ￥9,900

22.5～25.0cm / 約200g (24.0cm片足)

ブラック［001921］

ガンスモーク［002095］

アルミニウム［000552］

ブラック［000554］

オリーブ［000558］ネイビー［001420］ NEW

低いヒールで脱ぎ履きが楽な
メンズ専用 スライドタイプシューズ。

低いヒールで脱ぎ履きが楽な
ウィメンズ専用 スライドタイプシューズ。
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WORLD LEGEND 2
［BLACK POLISH］

メレル「WORLD」シリーズは2002年発売以降、不動
の人気を誇るメレルビジネスカジュアルライン。アウ
トドアシューズで培ってきた靴づくりのノウハウを詰
め込んでいます。「都会での探検を実現するもの」と
して銘打たれた商品コンセプトはこれからも変わらず
在り続けます。

アッパー：フルグレインレザー

WORLD LEGEND 2 MOC
ワールド レジェンド 2 モック 税込 ￥15,400

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約400g (27.0cm片足)

アッパー：フルグレインレザー

WORLD LEGEND 2
ワールド レジェンド 2 税込 ￥15,400

25.0～28.0, 29.0, 30.0cm / 約420g (27.0cm片足)

ブラック ポリッシュ［000859］

チョコレート ポリッシュ［000861］

ブラック ポリッシュ［002111］

チョコレート ポリッシュ［002113］

メレルビジネスカジュアルシューズの決定版「ワールド」シリーズ。
スタイルを選ばないレースアップモデル。

メレルビジネスカジュアルシューズの決定版「ワールド」シリーズ。
スタイリッシュで脱ぎ履きが楽なモックタイプモデル。



8685

KIDS / OUTDOOR LIFE

「楽しみながら自然に触れ、たくさんのことを経験してほしい」
子どもたちが思いっきり動き回り、笑顔で楽しむことができるための優れ
た機能と安心を備えたキッズアウトドアシューズコレクションです。

KIDS
キッズ

Active Lifestyle

アッパー：メッシュ＆フルグレインレザー

JUNGLE MOC KIDS
ジャングル モック キッズ 税込 ￥7,480

16.0～22.0cm (1cm刻み) / 約230g (19.0cm片足)

アッパー：フルグレインレザー

JUNGLE MOC LEATHER KIDS
ジャングル モック レザー キッズ 税込 ￥8,580

16.0～22.0cm (1cm刻み) / 約230g (19.0cm片足)

ブラック［95619］

ガンスモーク［95635］

ブラック［95631］

名品「ジャングル モック」のキッズモデル。
3世代でつなぐ共演もお勧め。

名品「ジャングル モック レザー」のキッズモデル。
快適だからずっと履いていたくなるシューズ。

メレル独自開発の優れたグリップ性
を誇るMセレクトグリップを搭載。

サイドストレッチバンドで脱ぎ履き
が楽で、ぴったり足にフィットする。
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PORON® VIVE
ポロン® ヴィブ

AIR CUSHION
エアー クッション

AIR CUSHION +
エアー クッション プラス

機能、耐久性ともに長期間持続す
る軽量クッション素材。足への衝
撃を吸収→次の一歩への力に変換
する。疲労軽減に期待できる。

ミッドソールの踵部にカップ状の
衝撃吸収材を搭載し、歩行を安定
させ長時間の歩行でも疲労を軽減
させるメレル独自開発のクッショ
ン構造。

ミッドソール全体に高機能ハイリバ
ウンドEVAを搭載したメレル独自開
発のクッション構造。優れたクッ
ション性と衝撃吸収性を高める。

M-SELECT CUSH
エムセレクト クッシュ

Q FORM™ 2
キュー フォーム™ 2

FLEX CONNECT™
フレックス コネクト™

耐久性と屈曲性を損なわずに、大幅
な軽量化を実現したメレル独自開発
のミッドソール。クッション性を高
め快適性を維持させる。

女性の骨格構造にみられる歩行時の
特徴を元に改良したメレル独自開発
の女性専用ミッドソール＋フット
ベッド。スムーズな重心移動を促す。

ホールド性を確保したヒールカウン
ター、柔軟性を高めたミッドソール、
グリップ力を高めたアウトソールを
搭載したメレル独自開発のハイパ
フォーマンストータルシステム。

FLEXPLATE™
フレックスプレート™

COMFORTBASE™ Active
コンフォートベース™アクティブ

LYCRA®
ライクラ®

メレル独自開発の軽量TPUフットプ
レート。靴の捻じれ抑制や歩行安定性、
足の保護を高める効果に期待できる。

心地良さと疲労軽減を追求しメレルで
独自開発されたコンフォートフット
ベッド。アーチとヒールが高密度で足
にフィットし、生体力学的なサポート
に期待ができる。

優れた伸縮性を持つ合成繊維。ライク
ラ®ファイバーを搭載することで、動
きやすく、しなやかな履き心地と快適
なフィット感を提供する。

CLEANSPORT NXT™
クリーンスポート エヌエックスティー™

BAREFOOT SHOES
ベアフット シューズ

Vegan Friendly
ヴィーガン フレンドリー

プロバイオティクス技術で微生物を繊
維に結合させ、有機物質（汗・皮脂・
タンパク質など）に作用し、においの
原因成分の発生を防ぎ防臭効果に期待
ができる。

人間の身体本来の力を引き出すために生
まれた0mmドロップ設計の裸足感覚
シューズ。必要最低限まで素材・機能を
削ぎ落としているため、足に低負荷をか
けトレーニング効果を向上させ、動作改
善を促す。

環境に配慮し、シューズに動物由来の
素材を一切使っていないことを示す
マーク。

Vibram
ヴィブラム

Vibram XS TREK EVO
ヴィブラム エックスエス トレック エボ

Vibram MEGAGRIP
ヴィブラム メガグリップ

イタリア発の世界でもっとも信頼性が
高い高性能アウトソール。優れた耐久
性とグリップ力で様々な路面・フィー
ルドで力を発揮する。

ヴィブラムソールのグリップ力・耐久
性をアップデートさせた新スタンダー
ドグリップ。アウトドアスポーツの
様々なフィールドでマルチにパフォー
マンスを発揮する。

ヴィブラム屈指のハイパフォーマン
スコンパウンドグリップ。特に濡れ
た路面や起伏のある地形で抜群のグ
リップ力を発揮する。

Vibram ECODURA
ヴィブラム エコデュラ

Quantum Grip
クァンタム グリップ

M-SELECT GRIP
エムセレクト グリップ

リサイクル素材を30％以上配合させ
たメレル専用のヴィブラムソール。
耐久性、パフォーマンス性を一切妥
協することなく、サスティナビリ
ティを体現するアウトソール。

トップアスリートのフィードバッ
クを元にメレル独自開発の新コン
パウンドグリップ。高いグリップ
力と耐久性を両立させた。

悪路に強いソールパターンと高い
グリップ力、耐久性を兼ね備えた
メレル独自開発のスタンダードコ
ンパウンドグリップ。

GORE-TEX®
ゴアテックス®

GORE-TEX® INVISIBLE FIT
ゴアテックス® インビジブル フィット

M-SELECT DRY BARRIER
エムセレクト ドライ バリアー

優れた防水性と透湿機能を持ち合わせ
た防水メンブレン。雨天時でも常に
シューズ内をドライな状態にし、快適
性にキープさせる。

ゴアテックス®メンブレンをアッパー
素材に直接圧着させることで、軽量化、
防水速乾性の向上、足室内の空間確保、
また柔軟なフィット感と快適性を提供
する。

ブーティ構造のメンブレンを採用した
メレル独自開発の透湿防水技術。
シューズ内をドライにし、快適性を
キープさせる。

FLOAT PRO™
フロート プロ™

FLOAT ECO™
フロート エコ™

BLOOM™
ブルーム™

相反する軽量性/耐久性を両立させた
EVAミッドソールフォーム。軽量なが
ら反発弾性・パフォーマンス性を長く
持続させる。環境負荷軽減のため廃材
を出さない製造工程、さらに再利用し
やすいTPE素材を採用。

湖の不要な藻を利用し、浄水プロセス
で抽出した藻類バイオマスから作られ
た柔軟性に優れた植物由来のフォーム
素材。浄水を藻の生息地に戻し、石油
由来の代用素材としてCO2の排出を抑
える。

相反する軽量性/耐久性を両立させた
EVAミッドソールフォーム。軽量なが
ら反発弾性・パフォーマンス性を長
く持続させる。環境負荷軽減のため
廃材を出さない製造工程、さらに再
利用しやすいTPE素材を採用。

MATERIALS / TECHNOLOGY 素材 / テクノロジー
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MERRELL 酒々井プレミアム・アウトレット店

MERRELL ルクア大阪店

MERRELL マークイズ福岡ももち店

住所：千葉県印旛郡酒々井町飯積 2-4-1
酒々井プレミアム・アウトレット2550区

TEL： 043-497-2021
営業時間：10:00～20:00

住所：大阪府大阪市北区梅田 3-1-3
ルクアイーレ 8F

TEL： 06-6459-7301
営業時間：10:30～20:30

住所：福岡県福岡市中央区地行浜 2丁目2-1
マークイズ福岡ももち 2F

TEL： 092-834-8643
営業時間：10:00～21:00

［店頭対策について］

ご来店されるお客様に安心してお買い物を
していただけますよう、各店舗におきまし
ては引き続き感染対策を徹底して参ります。
お客様及び店舗スタッフの安全を確保する
ため、ご来店されるお客様には、マスクの
着用やご来店時の手の消毒などご協力をい
ただけますよう重ねてお願い申し上げます。

MERRELL 池袋サンシャインシティ店 MERRELL 新宿小田急ハルク店

MERRELL コピス吉祥寺店 MERRELL 二子玉川ライズ ドッグウッドプラザ店

MERRELL コレットマーレみなとみらい店 MERRELL モナ新浦安店

住所：東京都豊島区東池袋 3-1-1
サンシャインシティアルパ 2F

TEL： 03-5992-1540
営業時間：10:00～20:00

住所：東京都新宿区西新宿 1-5-1
新宿小田急ハルク B1

TEL： 03-5323-2823
営業時間：10:00～20:30 (平日)／10:00～20:00 (日祝)

住所：東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-11-5
コピス吉祥寺 A館2F

TEL： 0422-27-2527
営業時間：10:00～21:00

住所：東京都世田谷区玉川 2-23-1
二子玉川ライズ ドッグウッドプラザ 2F

TEL：03-6431-0170
営業時間：10:00～21:00

住所：神奈川県横浜市中区桜木町 1-1-7
コレットマーレ 4F

TEL： 045-681-5862
営業時間：11:00～20:00

住所：千葉県浦安市入船 1-5-1
モナ新浦安 A館2F

TEL： 047-381-2611
営業時間：10:00～20:30

MERRELL BRAND STORE メレルブランドストア（直営店）
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羽鳥 歩
［Trail Running］

鳥海 宏太
［Trail Running］

河野 健一
［Trail Running］

栗原 孝浩
［Trail Running］

水澤 直人
［Trail Running］

上野 朋子
［Trail Running / Ski］

三好 礼子
［Trail Running］

植木 洋一
［Snow Board］

佐々木 大輔
［Ski / Ski Base Jump］

岩田 京子
［Trekking］

様々なアウトドアフィールドで活躍し、メレルのフィロソフィーに共感す
る人を「メレルアンバサダー」として認定。シューズやウェア等の提供を
通してそれぞれの活動をサポートし、また製品のフィードバックや自然の
素晴らしさの発信をしていただいています。メレルは『表彰台を超えた個
性』を大事にし、これからも応援し続けます。

MERRELL
AMBASSADOR
メレル アンバサダー

※本カタログでは税込価格を掲載しています。商品の仕様及び価格は予告なく変更場合があります。実際の商品の色やデザイン、重量、仕様が異
なる場合があります。一部商品につきましては、販売時期により売り切れる場合や予告なく生産中止になることがあります。また商品の画像につ
いては、撮影環境、表示するデバイスにより、実際の色と異なる場合があります。ご注意ください。

TOPICS トピックス SNS ソーシャルネットワーク
サービス

Instagram
公式アカウント

Facebook
公式アカウント

Twitter
公式アカウント

【ユニセックスサイズ】
メンズのサイズ規格になります。ユニセックスサイズ22.5～25.0cmは、ウィメンズサイズの同サイズと比べ 0.5～1cm程度大きくなります。
但し、商品によって幅やワイズなど仕様が違う可能性があります。ご注意ください。

SIZE CHART サイズ チャート

22.5CM

USA

EURO

UK

MEN

(UNI)

WOMEN

KIDS

ミニマル＆ベーシックスタイルを重んじる日本人の洗練性と、
メレルのバッグボーンであるアウトドアフィールドで培った革
新的なパフォーマンス性を融合し開発された「ファンクショナ
ル ファッション」アパレルライン。メレルから、新たな
『アーバンアウトドアスタイル」を提案します。

JAPAN CAPSULE
ジャパンカプセル コレクション

23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 29 30

4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11 12

37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 41.5 42 43 43.5 44 45 46.5

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10.5 11.5

22 22.5 23 23.5 24 24.5 25

5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

35 35.5 36 37 37.5 38 38.5

2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

16 17 18 19 20 21 22

10 11 12 13 1 2 3

28 29 30 31 32 33 34

9 10 11 12 13 1 2

CM

USA

EURO

UK

CM

USA

EURO

UK



BLEND INTO THE DARKNESS.

闇の中に溶け込んでいく わたしたちの時間

普段できない会話や笑顔が 自然と溢れてくる

これがアウトドアの魅力の醍醐味



ONE TRAIL.
いつも走っている わたしだけのトレイル

これがわたしの“アウトドアライフ”

そしてこの道はきっと 遠い誰かに繋がっている



DO WHAT'S NATURAL.

アウトドアは耐え忍ぶものではなく 楽しむための場所だから

目の前にあるこの自然を 想いのまま楽しもう

自然のままに生きよう



美しい自然は変わらずそこにあり続け、

多くの出会いと感動を生むことをわたしたちは知っています。

誰もが自然のチカラを享受できるチャンスがあり、

自然を守る責任があり、何より“アウトドアライフ”が

あなたの人生を充実させていくとわたしたちメレルは信じています。

世の中に苦しさが溢れる今だからこそ、ふと窓の外を眺め

あなたの身近にある “小さな幸せ” が見つかりますように…。



〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町 2-4-3 日本橋堀留町二丁目ビル4F
TEL：03-3665-1789 FAX：03-5623-3010
www.marubeni-footwear.com


