
冬が長いロシアでは、雪が降る中
結婚式がたくさん行われています。
ロシアの冬の結婚式では新郎新婦の足元は
ヴァレンキを履いています。

繊細なレース、キラッと光るパールや
ふわふわなファーなど
ウェディングにぴったりのヴァレンキが
たくさんあります。
そしてなにより温かい。

ドレスからチラッと見えても、
あえてミニドレスでヴァレンキを主役に。

忘れられない最高の一日の足元を飾る
最高のヴァレンキをご紹介いたします

Valenki
for Wedding



Valenki
About

ヴァレンキは雪の上で履くことを
前提に作られたロシアの伝統的な
ブーツです。遊牧民が着用する伝統
的なフェルトのブーツから伝わり、19
世紀にロシアで工業化されると、複
雑な要求にも対応できるようになり
一気に広まりました。
100％羊毛で継ぎ目がなく、マイナ

ス30℃の気温でも温かさを保つこと
ができ、極寒のロシアで最も温かい
靴とされています。通気性があり締
め付けもないので蒸れず、足の健康

を損ないません。水分のない雪上に
縮絨フェルトが食いつくように密着
するためとても滑りにくく、且つ柔ら
かく自由度が高いので動きやすい
という特徴を持ち実用品として使わ
れてきたヴァレンキ。
しかし近年、カラーリングやデザイ
ンによりファッション性が豊かになり、
中でも19世紀ロシア正教会の影響
を強く受けた装飾黄金時代ロシアン
ヴィクトールを表現した刺繍のヴァレ
ンキは、日本人が和装で行う人がい

るように伝統を重んじてウェディング
に利用する人が増え、それがすでに
スタンダードになっています。
最近のアンケートで「在日外国人

が日本で人気商品になりそうな自
国のアイテム」としてヴァレンキが上
位に選ばれていますが、日本におい
ては、輸入販売を行う業者がまだ少
なく、知名度はあまり高い状況では
ありません。雪国のウェディングにユ
ニーク性を生み出すアイテムとして
是非ご利用いただけたら幸いです。

●ヴァレンキが汚れた場合は、水を含ませたスポンジまたは、ブラシに洗濯用洗剤をつけて汚れた箇所をこすります。
何度か繰り返し汚れが落ちたら、乾いた布で水気を拭き取り、自然乾燥させて下さい。

●羊毛の特性上、熱いお湯で洗うと縮む可能性がありますのでぬるま湯をご使用下さい。

●ロシアで一点ずつ手作業で作られているため、形、大きさ、厚み、刺繍など個体差がある場合がございます。

●サイズにある程度余裕やばらつきがあり、足のサイズに正確に合わせて履く種類の靴ではありません。

●素材の風合いを損なわないよう染色しております為、色の個体差や摩擦・湿気などによる色落ち・色移りの可能性
がございます。また水に強い性質ではございませんので、ご使用時、収納の際にはご注意ください。

●乾燥した雪上での利用を目的とした靴のため、水分を含むと浸水しやすい特性があります。

「ヴァレンキ」 とは

お問合わせは

株式会社アダプト
北海道帯広市東4条南13-23-205
TEL 0155-66-4005 （平日10:00-17:00）
WEBショップ  https://kyomihoni.com

商品の特性・取扱い上のご注意
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プレミアム ファーミディアム
GPRVP5006

¥200,000 サイズ：24cm/25cm

プレミアム ファーショート
GPRVP5003

¥180,000 サイズ：24cm

プレミアム ゴールド
GPRVP5001

¥137,000 サイズ：25cm

プレミアム レッド
GPRVP5002（写真はゴムソールオプション付）

¥113,000 サイズ：25cm



プレミアム シルバー
GPRVP5005

¥90,000
サイズ：24cm/25cm

ウェディング レース
GPRVW7004

¥90,000
サイズ：24cm/25cm

ウェディング フラワー
GPRVW7003

¥68,000
サイズ：24cm/25cm

プレミアム ツーウェイ
GPRVP5004（ファー取り外し可能）

¥68,000
サイズ：24cm/25cm

ウェディング スノー
GPRVW7001 

¥68,000
サイズ：24cm/25cm

ウェディング ゴールド
GPRVW7002

¥90,000
サイズ：24cm/25cm

受注発注商品となります。
納品まで3週間程度かかりますことをご了承願います。

メーカーの在庫状況により、ご希望の商品を納品できない場合は
ご連絡させて頂きます。

サイズにある程度余裕やばらつきがあり、
足のサイズに正確に合わせて履く種類の靴ではありません。

送料無料、表示価格はすべて税込です。



貴社名

フリガナ

様

ご担当者名

フリガナ

様

お届け先

商品名 ゴムソールオプション ￥2,700

その他のご留意点

サイズ ソール

プレミアム ファーミディアム GPRVP5006 ￥200,000

24cm

お支払方法

Eメール

ご希望のお支払方法にチェックください

クレジットカード・PayPal をご希望の場合は必須

お申込内容

お客様情報

0155-25-6718 info@adapt-inc.com

下記以外の結婚式参列者向けのベーシックタイプ も取り扱っております。お問合わせください。

ご注文日 年 月 日

電話番号

FAX 番号

部署名

〒 －

銀行振込 VISA/Master/AMEX PayPal

なし ゴム

個数

25cm なし ゴム

プレミアム ファーショート GPRVP5003 ¥180,000 24cm なし ゴム

プレミアム ゴールド GPRVP5001 ¥137,000 25cm 革ソール装着済のため
オプション装着不可

TPUソール装着済のため
オプション装着不可

プレミアム レッド GPRVP5002 ¥113,000 25cm なし ゴム

プレミアム シルバー GPRVP5005 ¥90,000

24cm

25cm

ウェディング レース GPRVW7004 ¥90,000

24cm

25cm

ウェディング フラワー GPRVW7003 ¥68,000

24cm なし ゴム

25cm なし ゴム

革 ゴム
プレミアム ツーウェイ GPRVP5004 ¥68,000

24cm

25cm

ウェディング スノー GPRVW7001 ¥68,000

24cm なし ゴム

25cm なし ゴム

ウェディング ゴールド GPRVW7002 ¥90,000

24cm

25cm

● 基本的にヴァレンキのソール部はフェルト
の状態となりますが、耐久性や耐水性を高
めるため生ゴムのソールを貼るオプション
をご用意しております。

● 価格￥2,700（税込）、施工に約1週間必
要となります。日本国内での施工です。

● 氷点下での雪上を歩く用途の場合、ゴム
ソールを装着すると滑りやすくなります。

● 革ソールや TPUソール付の商品に対し、
その上からゴムソールを追加で貼ることは
できません。

● 弊社にて受信致しました FAX 内容のご注
文書をお客様へご送付致しますので、社名・
ご担当者名・電話番号・FAX 等記入漏れが
ない様お願い申し上げます。

● カード・ペイパルをご利用の場合はメール
にてお支払い手続アドレスをご送付します。

● 表示価格はすべて税込です。また日本国内
（離島を除く）の送料は無料です。

● メーカーの在庫状況によりご希望の商品を
確保できない場合がございます。

● 手作業で作られており、形、サイズ、刺繍
等個体差がある場合があります。

● ご不明な点がございましたらお気軽にお問
合わせください。

▼ゴムソールを装着した状態

FAX
E-Mail

株式会社アダプト TEL 0155-66-4005

※番号はおかけ間違いのないようご注意ください

革ソール装着済のため
オプション装着不可

革ソール装着済のため
オプション装着不可

いずれか選択ください
追加料金ありません


