2012 年 5 月 24 日
株式会社ＡＯＫＩ
ＡＯＫＩカンパニー
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®

人気商品「
人気商品「BIZBIZ-TECH シューズ」
シューズ」に新デザイン登場
デザイン登場
～機能性ビジネスアイテム
機能性ビジネスアイテム「
ビジネスアイテム「BIZBIZ-TECHシリーズ
TECHシリーズ」
シリーズ」のラインアップ強化
のラインアップ強化～
強化～
®

株式会社ＡＯＫＩ（代表取締役社長：清水彰）/ＡＯＫＩカンパニーは、人気商品「BIZ-TECH （ビズテック）
®

シューズ」をはじめとする機能性ビジネスアイテム「BIZ-TECH シリーズ」のラインアップを強化し、2012年5月
26日（土）から、ＡＯＫＩ全店（2012年5月24日現在 ＡＯＫＩ店舗数442店舗）で発売します。

“走れる革靴
れる革靴”
革靴”「BIZBIZ-TECHシューズ
TECHシューズ PERFECT FIT」
FIT」に新デザインが登場
デザインが登場
ＡＯＫＩでは、“ビジネスで身につけるものを快適にしたい”という考えから、機能性ビジネスアイテムを「BIZTECHシリーズ」として打ち出しています。2010年春夏シーズンには、履き心地を高めた機能性ビジネス
シューズを「BIZ-TECHシューズ」と総称してシリーズ化し、訴求を強化してきました。同シューズの「PERFECT
FIT（パーフェクト フィット）」は、細身のスーツに合わせたスタイリッシュなシルエットと、スニーカーのような履き
心地を両立した“走れる革靴”として、これまでにない価値をお客様にご提供。履いてすぐに実感できる、わかり
やすい機能がお客様にご好評をいただき、人気商品へと成長しています。
今春夏は、同「PERFECT FIT」に新たなデザインが登場。ビジネススタイルの多様化が進んでいることを受け、
ビジカジ（ビジネスカジュアル）を意識した、スリップオンタイプを発売します。
また、各シューズとのコーディネートを意識したベルトや、軽量、多収納、はっ水など、それぞれの機能に特化
したビジネスバッグ、履き心地を追求したソックス、そしてレディス商品では疲れにくく歩きやすいパンプスを
展開します。
今春夏、同シリーズで合計約25万点を展開し、快適な機能性ビジネスアイテムを提案します。

■人気商品「
人気商品「BIZBIZ-TECHシューズ
TECHシューズ PERFECT FIT」
FIT」
“軽く、しなやかで履きやすい、スニーカーのような革靴”。しなやかな特殊
ラバーソールとマッケイ製法により、靴の返りを高めています。また、低反発性
と高反発性の両方を兼ね備えたウレタンクッションをソールに採用。着地の
衝撃を和らげるとともに、バネのように次の一歩をアシストします。
スタイリッシュなシルエットは、人気の細身のスーツとの相性も抜群。2011年
春夏シーズンから空気循環機能を搭載し、デザインをリニューアルしました。
当シューズとのコーディネートを意識した、両面使用可能の「BIZ-TECHベルト
（リバーシブル）」（4,990円）も展開します。
ブランド ：LES MUES（レミュー）、

スタイル：【LES MUES】

CAFÉ SOHO WHITE LABEL

レースアップ、モンクストラップ

（カフェ・ソーホー ホワイトレーベル）

【CAFÉ SOHO WHITE LABEL】

素

材：革（ソフトキップ）

色

柄：黒、こげ茶、茶

ローファー型スリップオン（写真）
サ イ ズ ：24.5〜27.5cm
※商品により異なります。

※茶はレースアップのみ。

価

格 ：13,000円（税込。以降全て税込表記）
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「BIZ-TECHシリーズ」のラインアップ①
■シューズ（
シューズ（その他
その他のラインアップ）
のラインアップ）
①「BIZBIZ-TECHシューズ
TECHシューズ AIR（
AIR（エア）」
エア）」
靴内のムレを抑える空気循環機能を搭載。新たに採用した透湿防水フィルム
加工を施したブーティーと、表革のはっ水加工により、雨の日でも安心して着用
できます。また、中敷の前足部分には吸汗速乾・抗菌防臭素材、裏には衝撃
吸収中敷を張り、足入れ感を改善。片足約280ｇと軽量で、快適なシューズです。
ブランド ：INTIMAGE（インティメージ）

スタイル：レースアップ、べルト付きスリップオン

素

材：革

サ イ ズ ：24.0〜29.0cm

色

柄：黒、こげ茶

価

格 ：14,000円

※こげ茶はレースアップのみ。

【コーディネートアイテム】

・「BIZBIZ-TECHベルト
TECHベルト （アジャスター）」
アジャスター）」（
）」（4,990円
990円）
「BIZ-TECHシューズ AIR」とのコーディネートを意識したカラー
展開。尾錠部分が約1cm伸び、食後やかがんだときの窮屈感
を軽減します。
（アジャスター部分）

②「BIZBIZ-TECHシューズ
TECHシューズ COMFORT FIT（
FIT（コンフォート フィット）」
フィット）」
日本人の足裏データを収集・分析し、快適性を追求したシューズ。立体インソール
が足の縦と横のアーチをしっかりとサポートします。黒はより黒さを追求し、こげ茶は
アンティーク風に加工。より洗練されたデザインにリニューアルしました。
ブランド ：INTIMAGE

スタイル：レースアップ、モンクストラップ

素

材：革

サ イ ズ ：24.5〜27.5cm

色

柄：黒、こげ茶

価

格 ：14,000円

※こげ茶はモンクストラップのみ。

【コーディネートアイテム】

・「BIZBIZ-TECHベルト
TECHベルト （カーブ）」
カーブ）」（
）」（4,990円
990円）
「BIZ-TECHシューズ COMFORT FIT」とのコーディネートを
意識したカラー展開。カーブ帯で、ウエストにフィットします。

③「BIZBIZ-TECHシューズ
TECHシューズ SUPER COMFORT（
COMFORT（スーパー コンフォート）」
コンフォート）」
幅広で足入れの良いシューズ。軽量で弾力があり、通気機能を備える快適な靴底
が特長です。さらに、クッション性抜群の中敷も採用し、快適性が一層アップ。
ブランド ：FARAGO（ファラーゴ）

スタイル：レースアップ、ベルト付きスリップオン

素

材：革

サ イ ズ ：24.0〜27.0cm

色

柄：黒

価

格 ：13,000円

2

「BIZ-TECHシリーズ」のラインアップ②
■バッグ
①「BIZBIZ-TECHバッグ
TECHバッグ LIGHT（
LIGHT（ライト）」
ライト）」
超軽量仕立てのバッグ。ハンドルはABS樹脂＋ラバー素材により、
ホールド感が抜群で、持ちやすい仕様になっています。三方開き
ファスナーで書類の出し入れも簡単です。
ブランド ：LES MUES

色

柄：黒

素

価

格：9,900円

材：ナイロン（本体）、ABS樹脂（ハンドル）

②「BIZBIZ-TECHバッグ
TECHバッグ RAIN（
RAIN（レイン）」
レイン）」
優れたはっ水加工と、メインポケットに付いた止水ファスナーにより、
雨や汚れから持ち物を守るバッグ。突然の雨でも、バッグへの浸水を
防ぎます。便利なペットボトルホルダーは折りたたみ傘を入れてもOK。
ブランド ：INTIMAGE

色

柄：黒

素

価

格：9,900円

材：ポリエステル（本体）、牛革（ハンドル）

③「BIZBIZ-TECHバッグ
TECHバッグ SPACE（
SPACE（スペース）」
スペース）」
本体に15カ所の収納ポケットを備えたバッグ。荷物が多い方でも、
ポケットごとに収納ができ、整理が簡単です。出し入れがしやすく、
物を探す手間も省けます。
ブランド ：LES MUES

色

柄：黒

素

価

格：9,900円

材：ナイロン（本体）、合皮（ハンドル）

■ソックス「
ソックス「BIZBIZ-TECHソックス
TECHソックス（
ソックス（ずり落
ずり落ちにくいソックス）」
ちにくいソックス）」
足首に向かって細くなる形に合わせたテーパード設計と、かかとの形に合わせたL字型のソックス。
フィット感が増し、ずり落ちにくくなることにより、履き口の締め付け感も軽減しています。ストレスのない、
快適な履き心地を追求しました。
ブランド ：INTIMAGE

サ イ ズ ：25.0～26.0㎝

素

材：綿・ナイロン

価

色

柄：黒、紺、チャコールグレーなど

格 ：600円
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「BIZ-TECHシリーズ」のラインアップ③
■レディスパンプス「
レディスパンプス「BIZBIZ-TECHパンプス
TECHパンプス」
パンプス」
体重がかかるかかとの中心にヒールを配置し、体をしっかりと支えます。
また、中敷の立体的なカップインソールは、クッション性が高いことに
加え、滑りにくい加工が施されており、足先に集中しがちな体重を分散
させます。抗菌・防臭効果に優れており、エチケット対策もバッチリです。
ブランド ：LES MUES Femme（レミュー ファム）

サ イ ズ ：21.0～26.0cm

素

材：革

価

色

柄：黒

■報道関係からのお
報道関係からのお問
からのお問い合わせ
株式会社ＡＯＫＩ 本社 広報担当：小林幸子
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56

格 ：13,000円

TEL：045-942-5388/FAX：045-942-1608

■お客様（
客様（読者･
読者･視聴者）
視聴者）からのお問
からのお問い合わせ
株式会社ＡＯＫＩ お客様相談室 フリーコール：0120-13-7888 HP：www.aoki-style.com
（受付時間 10：00～18：00）
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