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◆白足袋◆

綿キャラコ 新木綿（形状保持）足袋

５型１００パターン以上のフルサイズで しわや縮みが少なく、形状保持性があるので
どなたの足にもフィットします。 ノーアイロンでも着用出来ます。

コハゼ 4枚 コハゼ 4枚

品番 サラシ ネル 型 サイズ 本体価格 品番 サラシ ネル 型 サイズ 本体価格
21.0-24.5 ¥3,300 21.0-24.5 ¥3,300
25.0-28.0 ¥3,500 25.0-28.0 ¥3,500

29.0 ¥3,700 ※2022/3/1より価格改定

21.0-24.5 ¥3,200
25.0-28.0 ¥3,400 コハゼ 5枚
21.0-24.5 ¥3,200
25.0-28.0 ¥3,400 品番 サラシ ネル 型 サイズ 本体価格
21.0-24.5 ¥3,200 21.0-24.5 ¥3,500
25.0-28.0 ¥3,400 25.0-28.0 ¥3,700
29.0-30.0 ¥3,600 ※2022/3/1より価格改定

21.0-24.5 ¥3,200 ※5枚コハゼ　なみ型は27.5cmなし

25.0-26.0 ¥3,400
21.0-24.5 ¥3,200 素材 表：綿100%
25.0-26.0 ¥3,400 裏：綿100%

※2022/3/1より価格改定 底：綿100%

コハゼ 5枚

品番 サラシ ネル 型 サイズ 本体価格

21.0-24.5 ¥3,500 ※5052は受注生産

25.0-28.0 ¥3,700

21.0-24.5 ¥3,400

25.0-26.0 ¥3,600

21.0-24.5 ¥3,400

25.0-26.0 ¥3,600

21.0-24.5 ¥3,400
25.0-28.0 ¥3,600
21.0-24.5 ¥3,400
25.0-26.0 ¥3,600
21.0-24.5 ¥3,400
25.0-26.0 ¥3,600

※2022/3/1より価格改定

※5枚コハゼ　なみ型は27.5cmなし

素材 表：綿100%
裏：綿100%
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のびる綿キャラコ（はっ水加工） のびる綿キャラコ

伸縮性に優れた綿足袋です。 ストレッチ性のある表地を使用しています。
はっ水加工を施しておりますので雨天時の外出に はきやすくどなたの足にも美しくフィット
適しています。 します。

コハゼ 4枚 コハゼ 4枚

品番 サラシ ネル 型 サイズ 本体価格 品番 ネル 型 サイズ 本体価格
21.0-24.5 ¥3,200 21.0-24.5 ¥3,200
25.0-28.0 ¥3,400 25.0-28.0 ¥3,400

29.0-30.0 ¥3,600 29.0 ¥3,600

21.0-24.5 ¥3,200 ※2022/3/1より価格改定

25.0-28.0 ¥3,400

21.0-24.5 ¥3,200 コハゼ 5枚
25.0-26.0 ¥3,400
22.0-24.5 ¥3,200 品番 ネル 型 サイズ 本体価格

25.0-26.0 ¥3,400 21.0-24.5 ¥3,400
※2022/3/1より価格改定 25.0-28.0 ¥3,600

※2022/3/1より価格改定

コハゼ 5枚 ※5枚コハゼ　普通型・なみ型は27.5cmなし

品番 サラシ ネル 型 サイズ 本体価格 素材 表：綿70%・ポリエステル24%・ポリウレタン6%

21.0-24.5 ¥3,400 裏：（ネ　ル）ナイロン50%・キュプラ50%

25.0-28.0 ¥3,600 底：綿100%

21.0-24.5 ¥3,400
25.0-26.0 ¥3,600
21.0-24.5 ¥3,400
25.0-26.0 ¥3,600

※2022/3/1より価格改定

※5枚コハゼ　なみ型は27.5cmなし

素材 表：綿94%・ポリウレタン6%

裏：綿98%・ポリウレタン2%

底：綿100%
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高級　綿キャラコ 上級　綿キャラコ

表地に別織上質キャラコを使用しました。 上質キャラコを使い、入念な

入念な仕立てと型で、足にフィットする 仕立と型で仕上げた実用品です。

白足袋です。

コハゼ 4枚 普通型 コハゼ 4枚 普通型

品番 サラシ ネル サイズ 本体価格 品番 サラシ ネル サイズ 本体価格
24.0-26.0 ¥2,700 22.0-24.5 ¥2,000
26.5-28.0 ¥2,900 25.0-28.0 ¥2,200

29.0･30.0 ¥3,100 22.0-24.5 ¥2,000

24.0-26.0 ¥2,800 25.0-28.0 ¥2,200

26.5-28.0 ¥3,000 ※2022/3/1より価格改定

※2022/3/1より価格改定

素材 表：綿100% 素材 表：綿100%
裏：綿100% 裏：綿100%
底：綿100% 底：綿100%

○

○

1291 ○

3291 ○
3332A

1332A



白キャラコ 特製ブロード

上質キャラコ生地を使用した実用品です。 上質の綿ブロード生地を使い
ソフトで履きやすい実用品です。

コハゼ 4枚 普通型 コハゼ 4枚 普通型

品番 サラシ ネル サイズ 本体価格 品番 サイズ 本体価格
22.0-24.5 ¥1,500 22.0-24.5 ¥1,400
25.0-26.0 ¥1,600 25.0-26.0 ¥1,500
26.5-28.0 ¥1,700 26.5-28.0 ¥1,600
22.0-24.5 ¥1,600 ※2022/3/1より価格改定

25.0-26.0 ¥1,700
26.5-28.0 ¥1,800

※2022/3/1より価格改定

素材 表・裏・底：綿100% 素材 表・裏・底：綿100%

特選キャラコ

上質キャラコ生地を使用した実用品です。

コハゼ 5枚 普通型

品番 サイズ 本体価格
3366-000 22.0-24.5 ¥1,600

※2022/3/1より価格改定

素材 表・裏・底：綿100%

3462A008

サラシ

○

サラシ

○3363A ○

1363A ○



ストレッチ ナイロン（裏付）はっ水加工

伸縮性にすぐれ、クッション底で 甲表生地に強はっ水加工をほどこした
快適な履き心地です。 ナイロン足袋です。

伸縮性のある素材で足なじみが良く、
裏付のため吸汗性にすぐれています。

コハゼ 4枚 普通型 コハゼ 5枚 普通型

品番 オールシーズン ニット サイズ 本体価格 品番 サイズ 本体価格
Ｓ　（21.5-22.5） ¥3,200 Ｓ　（21.5-22.5） ¥2,000
Ｍ　（23.0-23.5） 〃 Ｍ　（23.0-23.5） 〃
Ｌ　（24.0-24.5） 〃 Ｌ　（24.0-24.5） 〃
２Ｌ（25.0-25.5） ¥3,400 ２Ｌ（25.0-25.5） ¥2,200
３Ｌ（26.0-26.5） 〃 ３Ｌ（26.0-26.5） 〃
４Ｌ（27.0-27.5） 〃 ４Ｌ（27.0-27.5） 〃
５Ｌ（28.0-28.5） 〃 ※2022/3/1より価格改定

素材 表：ナイロン100%

裏：綿70%・ポリエステル30%

コハゼ 5枚 普通型 底：ナイロン100%

品番 サイズ 本体価格
Ｓ　（21.5-22.5） ¥3,400
Ｍ　（23.0-23.5） 〃
Ｌ　（24.0-24.5） 〃
２Ｌ（25.0-25.5） ¥3,600
３Ｌ（26.0-26.5） 〃
４Ｌ（27.0-27.5） 〃

3082J・3087J

素材 表：ナイロン100%

裏：綿85%・ポリエステル15%

底：ナイロン100%

ナイロン（裏付）

コハゼ 5枚 普通型

品番 サイズ 本体価格
Ｓ　（21.5-22.5） ¥1,700
Ｍ　（23.0-23.5） 〃
Ｌ　（24.0-24.5） 〃
２Ｌ（25.0-25.5） ¥1,800
３Ｌ（26.0-26.5） 〃
４Ｌ（27.0-27.5） 〃

※2022/3/1より価格改定

素材 表：ナイロン100%
裏：綿70%・ポリエステル30%
底：ポリエステル100%

3834

○

3821

3087J

3082J ○

オールシーズン



◆婚礼用◆

婚礼用絹（羽二重）紙箱入　※受注生産

絹独特の美しさと光沢は、婚礼や礼装に最適です。

コハゼ 5枚 普通型

品番 サラシ サイズ 本体価格

21.0-24.5 ¥7,700

25.0-28.0 ¥8,200 ※27.5cmは御座いません。

※2022/3/1より価格改定

素材 表：絹100%

裏・底：綿100%

◆ヒール足袋◆

ヒール用足袋

表・裏地に吟味した上質キャラコ生地を使用。

当社別売の足袋ヒールと併用すればピッタリとフィットします。

コハゼ 5枚 普通型

品番 本体価格
¥3,900
¥4,100

※2022/3/1より価格改定

素材 表・裏・底：綿100%

足袋ヒール（長） 足袋ヒール（短）

品番 サイズ 本体価格 品番 サイズ 本体価格
6800 フリー（Ｍ） ¥3,500 6801 フリー（Ｍ） ¥3,300

※2022/3/1より価格改定 ※2022/3/1より価格改定

素材 中芯：EVA樹脂・スポンジ・フェルト 素材 中芯：EVA樹脂・スポンジ・フェルト
ウール60%・レーヨン40% ウール60%・レーヨン40%

サイズ

3052

3056 ○

21.0-24.5
25.0



◆黒足袋◆

高級　黒朱子（白底） ストレッチ　黒（白底）

朱子織特有のなめらかさと 伸縮性にすぐれた黒足袋です。
美しい光沢が男性和装を クッション底で快適な履き心地です。
引き立てます。

コハゼ 4枚 普通型 コハゼ 4枚 普通型

品番 サラシ ネル サイズ 本体価格 品番 本体価格
24.0-26.0 ¥2,900 23.0-23.5 ¥3,900
26.5-28.0 ¥3,100 24.0-24.5 〃
24.0-26.0 ¥3,000 ２Ｌ 25.0-25.5 〃
26.5-28.0 ¥3,200 ３Ｌ 26.0-26.5 〃

※2022/3/1より価格改定 ４Ｌ 27.0-27.5 ¥4,100
※2022/3/1より価格改定

素材 表：綿100% 素材 表：ナイロン100%
裏：綿100% 裏：綿70%・ポリエステル30%
底：綿100% 底：ナイロン100%

高級　雲才足袋　石底

斜線を荒くした独特の綿布と福助独自の
底地を使用した丈夫な紺足袋です。
底は白底です。

コハゼ 4枚 普通型

品番 サラシ ネル サイズ 本体価格

24.0-26.0 ¥2,500

26.5-28.0 ¥2,700

24.0-26.0 ¥2,700

26.5-28.0 ¥2,900
※2022/3/1より価格改定

素材 表：綿100%
裏：綿100%
底：綿100%

○

1297 ○

サイズ

1080

Ｍ
Ｌ

3297 ○

3293 ○

1293



◆足袋カバー◆

ソフトタビーズ
（ウーリーナイロン）

伸縮性のよいコハゼなしの

足袋カバーです。

コハゼなし 普通型

品番 本体価格

¥1,700

〃

〃

¥1,900

〃

※2022/3/1より価格改定

素材 表：ナイロン100%

底：ナイロン100%

◆和装ストッキング◆

和装ストッキング
（正絹）

高級絹糸を使用しています。
絹特有の感触と美しい光沢があり
裾さばきのよい高級品です。

品番 本体価格
6500 ¥3,200

※2022/3/1より価格改定

素材 絹100%

足袋用タイツ 足袋用タイツ
（着脱不要タイプ）白 （着脱不要タイプ）ベージュ
（ナイロン・ポリウレタン） （ナイロン・ポリウレタン）

30デニールタイツ 30デニールタイツ
着脱不要タイプ 着脱不要タイプ
甲部分クッション仕様 甲部分クッション仕様
ホワイト クリアヌード

品番 サイズ 本体価格 品番 サイズ 本体価格
ＭＬ ¥2,500 ＭＬ ¥2,500
Ｌ２Ｌ 〃 Ｌ２Ｌ 〃

※2022/3/1より価格改定 ※2022/3/1より価格改定

素材 ナイロン、ポリウレタン 素材 ナイロン、ポリウレタン

サイズ

Ｓ　（21.5-22.0）

Ｍ　（22.5-23.0）

Ｌ　（23.5-24.5）

２Ｌ（25.0-25.5）

6006-050 6006-330

3810

３Ｌ（26.0-26.5）

フリー（Ｍ）
サイズ



◆子供足袋◆

子供ストレッチ足袋 子供白キャラコ
（ナイロントリコット）

高級別織生地を使用した
ナイロントリコット編で伸縮性の お子様用白足袋です。
よい生地を使用しています。
履きやすくクッション底で洗濯が簡単です。

コハゼ 3枚 普通型 コハゼ 2～3枚 普通型

品番 サイズ 本体価格 品番 サイズ 本体価格
14.0/15.0 ¥2,000 2200 14.0-21.0 ¥1,600
16.0/17.0 〃 ※2022/3/1より価格改定

18.0/19.0 〃 ※16.0cm～コハゼは3枚となります。
20.0/21.0 〃

※2022/3/1より価格改定

素材 表：ナイロン100% 素材 表：綿100%
裏：綿85%・ナイロン15% 裏：綿100%
底：ナイロン100% 底：綿100%

ちびっこたび ちびっこたび
（ナイロントリコット） （すべり止付）

ナイロントリコット編で伸縮性が 伸縮性がよくゴム入りの筒口は、
よくゴム入りの筒口は、履きやすくて 履きやすくて便利です。
便利です。裏起毛の暖かい足袋です。 底にすべり止めが付いています。

裏起毛の暖かい足袋です。

コハゼ なし 普通型 コハゼ なし 普通型

品番 サイズ 本体価格 品番 サイズ 本体価格
13.0/14.0 ¥1,000 13.0/14.0 ¥1,400
15.0/16.0 〃 15.0/16.0 〃
17.0/18.0 〃 17.0/18.0 〃
19.0/20.0 〃 19.0/20.0 〃
21.0 〃 ※2022/3/1より価格改定

※2022/3/1より価格改定

素材 表：ナイロン100% 素材 表：ナイロン100%
裏：ナイロン100% 裏：ナイロン100%
底：ナイロン100%（裏起毛） 底：ナイロン100%（裏起毛）

サラシ

○

○

オールシーズン

2082A ○

オールシーズンオールシーズン

2160 ○
2152A



◆特殊足袋◆

外反母趾足袋 指長足袋

母趾（第１指）角度にあった型で 通常品より指先が５ｍｍ長い設計で
はきごこちの楽な設計です。 通常品では窮屈だった方も履きやすく
外反母趾のふくらみにフィットします。 なりました。

コハゼ 4枚 なみ型 コハゼ 4枚 ささ型

品番 サイズ 本体価格 品番 サイズ 本体価格
21.0-24.5 ¥3,300 22.0-24.5 ¥3,500
25.0-26.0 ¥3,500 25.0-26.0 ¥3,700

※2022/3/1より価格改定 ※2022/3/1より価格改定

素材 表：綿70%・ポリエステル24%・ポリウレタン6%

裏：綿98%・ポリウレタン2% コハゼ 5枚 なみ型
底：綿100%

品番 サイズ 本体価格
22.0-24.5 ¥3,700
25.0-26.0 ¥3,900

※2022/3/1より価格改定

3182S・3185S
素材 表：綿94%・ポリウレタン6%

裏：綿98%・ポリウレタン2%

底：綿100%

はっ水　あったか仕様 綿に見えるエステルマジック足袋

甲表生地にはっ水（水をはじきやすい）加工を シワになりにくくお手入れが簡単な
ほどこした生地を使用しました。 東洋紡STC㈱の生地「エステルマジック🄬」を
綿底（クッション）仕様です。 使用しました。

コハゼ 5枚 普通型 コハゼ 4枚 普通型

品番 サイズ 本体価格 品番 サイズ 本体価格
Ｓ　（21.5-22.0） ¥3,500 22.0-24.5 ¥2,300
Ｍ　（22.5-23.0） 〃 25.0-28.0 ¥2,500
Ｌ　（23.5-24.0） 〃 ※2022/3/1より価格改定

２Ｌ（24.5-25.0） ¥3,700 素材 表：ポリエステル100%
３Ｌ（25.5-26.0） 〃 裏：ポリエステル65%・綿35%
４Ｌ（26.5-27.0） 〃 底：（表側）ポリエステル100%

※2022/3/1より価格改定     （裏側）綿65%・ポリエステル35%
素材 甲表地：ナイロン100%（はっ水加工）

甲裏地：
　表側ポリエステル100%（起毛部分）
　裏側ナイロン100%
底：綿100%

底芯　ウレタンフォーム

3210 ○

1827 ○

ネル

3159

3185S ○

サラシ

サラシ

○

サラシ

○ 3182S

サラシ


