
       
抗菌 レザースリッパ 

スリッパのパイオニア 検索 

MADE  IN JAPAN  ORIGINAL 



注①  ビニルレザー製のスリッパはアルコールや揮発性のある溶剤などでの                    

     メンテナンスは、製品を著しく劣化させ、破損の原因になります。 

 

注②  ビニルレザースリッパは洗濯機などでのクリーニングはできません。             

     水洗いされますと防水性はありませんので芯材が湿り、破損やカビの原因になります。 

 

注③  スプレー式の消臭剤や抗菌剤等は、ベトツキの原因になったり、                   

     液剤の成分によっては、名入印刷が消えたり劣化する原因になります。 



  業務用スリッパにおいて「底材選び」は、履き心地や製品寿命に
  大きくかかわります。用途や使用場所にマッチした製品をお選び下さい。

ＳＰ底　（ゴムスポンジ）
 厚さ 約9㎜
学校・役所に最適
丈夫で履き心地良好

共底 （ビニール）

底まで拭けて衛生的
学校や体育館には不向き

硬質ゴム底
（オプション扱い）

 厚さ 約9㎜
天然ゴム配合で丈夫
欠けや割れに強い

ＮＳ底（ノンスリップ）
（意匠登録済）
滑りにくく履き心地良好
歩行時の静音性が高い
フローリング床に最適

　● 標準納期 約2週間位

　● 版下保管　5年間

● 製版代・名入工賃は弊社規定料金を申し請けます。版下保管期間5年間、期間中のリピート注文は版代不要です。

● 書体は基本的に直線書体です。　カーブ書体等をご希望の場合はあらかじめご相談下さい。

弊社では社内に印刷工程を完備.校正から製版・印刷まで内製しております

● 名入加工は、基本的に1色印刷です。ＤＩＣカラー等特殊色・中間色は調色代を別途、申し請けます。

　　　厚底 （ゴムスポンジ）
　　　厚さ つま先約10㎜
　　　　　　　カカト約20㎜
　　　使用頻度が高い場合や
　　　導線が長い場合に最適
　　　たいへん丈夫です。

　　　　サンダル底
　　　厚さ つま先約10㎜
　　　　　　　カカト約20㎜

　　　滑りにくく丈夫な底です。

　　　　外履き兼用に最適
　　　　屋外でも良好な履き心地

　　　　ＮＳ厚底
　　　厚さ つま先約10㎜
　　　　　　　カカト約20㎜
　　　（オプション扱い）
　　　スタッドレス機能を有した底
　　　弊社独自の特殊製法により
　　　ウエットな床面でも大変

● 名入カラーは、標準色として金・白・こげ茶をご用意しております。その他のカラーについてはご相談下さい。

鮮明で美しいシルクスクリーン名入をご提供致します。

明 朝 体

ゴシック体

楷 書 体

丸ゴシック体

　● ご注文頂ける字体

● 指定ロゴ・マーク、イラストなどは原稿を郵送または、ＪＰＥＧ・ＰＤＦ・Ａｉ等のデータをＥｍａｉｌでお送り下さい。

INDEX 

底材あらかると 

名入加工 

平野産業株式会社 

平野産業株式会社 

平野産業株式会社 

平野産業株式会社 



ページ ページ

●グロリア・クラウンカラー Ｎｏ，1025　子供グロリア
Ｎｏ，1006　グロリアＳＰ Ｎｏ，1028　子供クラウン
Ｎｏ，1007　ノンスリップグロリア Ｎｏ，1032　リトルドリーミー21㎝
Ｎｏ，1008　グロリアＫ Ｎｏ，1033　ドッグチーム21㎝
Ｎｏ，1076　クラウンＳＰ Ｎｏ，1034　リトルドリーミー18㎝
Ｎｏ，1077　ノンスリップクラウン Ｎｏ，1030　子供ムジ18㎝
Ｎｏ，1078　クラウンＫ Ｎｏ，1031　　子供
Ｎｏ，1016　グロリアＳＰ-ＥＸＬ
Ｎｏ，1018　グロリアＫ-ＥＸＬ Ｎｏ，1455　モダンタタミトイレ
Ｎｏ，1000　アニリン Ｋ Ｎｏ，1425　ペールトイレ

Ｎｏ，6204　ツインズトイレ
Ｎｏ，6313　カーフトイレ

●イジェーネカラー Ｎｏ，7600　シャワーサンダル紳士
Ｎｏ，1500　イジェーネＡ Ｎｏ，7601　シャワーサンダル婦人
Ｎｏ，1501　イジェーネＢ 　　ホテル・研修施設などに最適
Ｎｏ，1502　イジェーネＣ ●外履き兼用スリッパ・サンダル
Ｎｏ，1503　イジェーネＤ Ｎｏ，7520　無地サンダル　黒
Ｎｏ，1512　イジェーネＣ-ＥＸＬ Ｎｏ，7521　無地サンダル　チョコ
Ｎｏ，1513　イジェーネＤ-ＥＸＬ Ｎｏ，1047　外履きグロリア

Ｎｏ，1048　外履き合繊タタミ
●ソフティ-タイプ Ｎｏ，7525　オービット
Ｎｏ，1520　ソフティ-Ｋ Ｎｏ，7526　イエロ―スリッパ
Ｎｏ，1521　ソフティ-ＳＰ
Ｎｏ，1526　イジェーネソフティ-厚底
Ｎｏ，1528　グロリアソフティ-厚底
Ｎｏ，1529　グロリアソフティ-ＳＰ

●ソフィア・（ペール）カラー
Ｎｏ，1070　ソフィアＡ
Ｎｏ，1071　ソフィアＢ
Ｎｏ，1072　ソフィアＣ
Ｎｏ，1073　ソフィアＤ ● 製品価格　全製品、オープン価格

　　納入価格は弊社規定の価格表に基づきます。

●インテリアカラー
Ｎｏ，1003　インテリアカーフＳＰ
Ｎｏ，1004　ノンスリップインテリア
Ｎｏ，1005　インテリアカーフ ● 運賃形態 　(運送業の価格改定に伴い、規定変更する場合がございます。）

　　60足以上　元払い

Ｎｏ，1014　ノンスリップ前アキインテリア 　　60足未満　別途下記運賃をご負担下さい。

Ｎｏ，1015　前アキインテリアカーフ 　（但し、沖縄、その他離島中継地区は中継運賃ご負担下さい。）

●シボカーフ・ステッチカーフ・外縫い
Ｎｏ，1086　シボカーフＳＰ
Ｎｏ，1201　ステッチカーフＢ 関東・中部・関西・北陸・信越・・・ 800円

Ｎｏ，1203　ステッチカーフＤ 900円
950円

Ｎｏ，1061　外縫いＳＴＤ 1,100円
2,450円

●クロスバンド・マーカスタイプ
Ｎｏ，1065　クロスバンドＫ
Ｎｏ，1066　クロスバンドＳＰ     60足以上　拠点地区までは弊社元払い。

Ｎｏ，1068　クロスバンドパナマＳＰ 　　中継運賃のみご負担下さい。

Ｎｏ，1036　グロリア厚底
　　60足未満　小数量運賃と中継運賃をご負担下さい。

Ｎｏ，1032　外縫いウォッシャブル

　子供あひる18㎝

Ｎｏ，1001　アニリン ＳＰ Ｐ7

Ｐ8

● 小数量運賃表　(運送業の価格改定に伴い、規定変更する場合がございます。）

※材料コスト等の価格改定により改定する場合がございます。

● 離島中継運賃　　お見積りは、お気軽にお問合せ下さい。

北海道・・・
沖縄・・・

　　トイレスリッパ・シャワーサンダル

Ｎｏ，1060　外縫いルーム
山陽・山陰・四国・・・

東北・九州・・・

Ｐ1

● ご注文の際は、下記を参考に用途にマッチした製品をお選び下さい。

製　品 製　品
　　子供用スリッパ

Ｐ6

Ｎｏ，1056　マーカスＳＰ

P5

Ｐ2

Ｐ3

Ｎｏ，1013　前アキインテリアカーフＳＰ

Ｐ4

学校・医療介護・役所関連に最適

学校・医療介護・役所関連に最適

　　各種ホテルに最適

　　医療・介護施設に最適

　　各種ホテルに最適

　　各種ホテルに最適

グロリア・クラウンカラー 

INDEX 
弊社の業務用スリッパは、国内有力資材メーカーとの技術強力による、          

オリジナル開発素材を使用し独自の生産システムにより製造しております。 

 価格と運賃形態 



　　清潔感と抜群の通気性・耐久性抜群

　　あらゆる場所に最も広くご利用頂ける抗菌 レザースリッパです。

●　底材の色　淡色の製品にはベージュ底　濃色の製品には茶底が付きます。

Ｎｏ，1006　グロリアＳＰ Ｎｏ，1008　グロリア　Ｋ

No,1076 クラウンＳＰ
       サイズ　Ｍ寸（26㎝）

　

Ｎｏ，1016　グロリアＳＰ-ＥＸＬ

レッド グリーン ブラウン ベージュ

Ｎｏ，1000　アニリン Ｋ Ｎｏ，1001　アニリンＳＰ
サイズ　Ｍ寸（26㎝） サイズ　Ｍ寸（26㎝）

　　　Ｎｏ，1018　グロリアＫ-ＥＸＬ
　　　サイズ　Ｌ寸（27㎝）

●　底材の説明　ＳＰ＝ゴムスポンジ底　Ｋ＝共底　　ＮＳ＝ノンスリップ底のＬ寸は別注対応になります。〈黒のみ〉　

Ｎｏ，1007　ＮＳグロリア

Ｎｏ，1077 ＮＳクラウン

ベージュアイボリー
ライト
ブラウン

チョコ ブルー

サイズ　Ｍサイズ（26㎝） サイズ　Ｍ寸（26㎝）

　※　ホテル、旅館に最適. 女性用、男性用をワンサイズで幅広く対応。ＥＸＬサイズスリッパ

　● 最もベーシックで安価な抗菌レザースリッパ
　　　　製品に抗菌の表記は有りませんがグロリア・クラウンと同じ生地を使用しています。

サイズ　Ｍサイズ（26㎝） サイズ　Ｍ寸（26㎝）

　※　各種学校、病院、介護施設などの最適なＭサイズスリッパ

サイズ　Ｍサイズ（26㎝）

　　　　共底（ビニール底）とＳＰ底（ゴムスポンジ底）がお選び頂けます。

サイズ　Ｌ寸（27㎝）

ブラウン

       Ｎｏ，1078　クラウン　Ｋ

●　カラー：Ｍサイズ8色展開　Ｌサイズ：レッド以外の7色展開

レッド グリーン

グロリア・クラウンカラー 

ＩＧＩＥＮＥ イジェーネカラー 

                アニリンスリッパ 

1 



カビ・病原菌、社会的に問題視されるウィルス等に
　　 大きな効果を有しており、不特定多数の方が使用する施設で

安心してご利用頂けます。

●　底材の色　淡色の製品にはベージュ底　濃色の製品には茶底が付きます。

　　サイズ　Ｌ寸（27㎝）

　※　ホテル、旅館に最適. 女性用、男性用をワンサイズで幅広く対応。ＥＸＬサイズスリッパ

Ｎｏ，1500　イジェーネＡ（共底）
サイズ　Ｍ寸（26㎝）

Ｎｏ，1501　イジェーネＢ（ＳＰ底）
サイズ　Ｍ寸（26㎝）

Ｎｏ，1502　イジェーネＣ（共底）
サイズ　Ｍ寸（26㎝）

Ｎｏ，1503　イジェーネＤ（ＳＰ底）
サイズ　Ｍ寸（26㎝）

　　Ｎｏ，1512　イジェーネＣ-ＥＸＬ（共底）

グリーン ブラウン ベージュ

●特殊抗菌加工レザーを使用しています。

●　カラー：Ｍサイズ4色展開　ＥＸＬサイズ　ベージュ、ブラウンのみです。

●　底材の説明　ＳＰ＝ゴムスポンジ底　Ｋ＝共底　　

●カラー：ベージュ、ブラウンのみ

ワイン

　※　各種学校、病院、介護施設などの最適なＭサイズスリッパ

　Ｎｏ，1513　イジェーネＤ-ＥＸＬ（ＳＰ底）
　サイズ　Ｌ寸（27㎝）

ＩＧＩＥＮＥ イジェーネカラー 

Ｒ 

不快な細菌やカビの繁殖をシャットアウト！ 

ソフティースリッパ 

2 



●ソフティーは弊社オリジナルの中板素材です。

　　優しく、高い抗菌・防臭性能を有します。

●サイズ：全商品 Ｌ寸（27㎝）規格です。

●中板のカラーは下記、3色展開です。

●甲にイジェーネを使用した艶消しで高級感あふれるスリッパです。

●甲にグロリアをチョイス！スタンダード仕様の丈夫なスリッパです。

●カラーは、ベージュ・ブラウン・チョコ（グロリアカラーご参照下さい。）

　　　●特大やご婦人用など別寸もお作りできます。弊社、営業担当者までお問合せ下さい。

　　　② マーカスタイプ・・・フラットな丈夫なつくり、厚底仕様に向きます。

　Ｎｏ，152８　グロリアソフティ-厚底
サイズ　Ｌ寸（27㎝）

　　淡　茶　　　　　　ベージュ　　　　濃　茶

●ソフティーは無機系抗菌剤錬込みで、人体に

　Ｎｏ，1520　ソフティ-Ｋ
　サイズ　Ｌ寸（27㎝）

Ｎｏ，1521　ソフティ-ＳＰ

　　　① （L-8)クルミタイプ・・・カカトに８ミリのウレタンクッション入り　ボリュームがありソフトな履き心地。

　　　●ソフティ-中板は2タイプ３カラ―をご用意しました。

●カラーは、ベージュ・ブラウン (イジェーネカラーご参照下さい。）

サイズ　Ｌ寸（27㎝）
Ｎｏ，1526 イジェーネソフティ-厚底

サイズ　Ｌ寸（27㎝）

●「こだわりスリッパ」でも多種のソフティースリッパを
　　　　　　　　ご用意しております。

Ｎｏ，1529　グロリアソフティ-ＳＰ
　サイズ　Ｌ寸（27㎝）

ソフィア ・ カラー 

ソフティースリッパ 

イジェーネタイプ 

 グロリアタイプ 
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Ｎｏ，1003　インテリアカーフＳＰ Ｎｏ，1004 ＮＳインテリア No,1005　インテリアカーフ

サイズ　Ｌ寸（27㎝） サイズ　Ｌ寸（27㎝）
Ｎｏ，1015前アキインテリアＫＮｏ，1014ＮＳ前あきインテリア

サイズ　Ｌ寸（27㎝） サイズ　Ｌ寸（27㎝） サイズ　Ｌ寸（27㎝）

Ｎｏ，1013前アキインテリアＳＰ

ベージュ

　※　各種病院、介護施設などの最適なＭサイズスリッパ
　●　カラー：ソフィアはピンク、ブルー、グリーンの3色展開です。　サイズ：Ｍ寸（26㎝）のみ

サイズ　Ｌ寸（27㎝）

ピンク ブルー グリーン

　※　シックな印象のインテリアカラー　宿泊施設をはじめ、あらゆるシーンで高級なイメージをご提供します。
　●　カラー：上記、4色展開　サイズ：Ｌ寸（27㎝）のみ

　●　底材の説明　ＳＰ＝ゴムスポンジ底　Ｋ＝共底　　ＮＳ＝ノンスリップ底

　●　底材の色　ＳＰ底仕様は茶底　クルミ底仕様は黒底　ＮＳは黒底が規格です。

　●　底材の説明　ＳＰ＝ゴムスポンジ底　Ｋ＝共底　　

　●　底材の色　ＳＰ底仕様はベージュ底　クルミ底仕様は白底が規格です。

Ｎｏ，1070　ソフィアＡ（クルミ底）
サイズ　Ｍ寸（26㎝）

サイズ　Ｍ寸（26㎝） サイズ　Ｍ寸（26㎝）

サイズ　Ｍ寸（26㎝）
Ｎｏ．1071　ソフィアＢ（ＳＰ底）

ワイン グリーン ブルー ブラウン

Ｎｏ，1072　ソフィアＣ（クルミ底） Ｎｏ．1073　ソフィアＤ（ＳＰ底）

インテリア カラー 

ソフィア ・ （ペール ）カラー 

シボカーフ ・ ステッチカーフ ・ 外縫い  ウォッシャブル 
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シボ
ステッチ
外縫い

 サイズ　L寸（27㎝）

　Ｎｏ1068クロスバンドパナマＳＰ
　　　　　サイズ　Ｌ寸（27㎝）

サイズ　Ｌ寸（27㎝） サイズ　Ｌ寸（27㎝）

　● ビジネスホテルなどに最適です。

　● Ｎｏ，1068のパナマ材はＰ・Ｐ製、ベトツキが無く爽快です。

　●  マーカスタイプは安価で丈夫な抗菌スリッパです。

　● Ｎｏ，1068は名入不可です。

サイズ　Ｍ寸（26㎝）

No,1065クロスバンドＫ Ｎｏ，1066クロスバンドＳＰ

　●　最も安価なレザースリッパです。

Ｎｏ，1060外縫いルーム Ｎｏ，1061外縫いＳＴＤ

チョコ

Ｎｏ，1086シボカーフＳＰ

サイズ　Ｌ寸（27㎝）

ウォッシャブル

ベージュ

No,1203ステッチカーフＤ

黒

No,1032　外縫いウオッシャブル

No,1201ステッチカーフＢ

アイボリー

サイズ　Ｌ寸（27㎝）

ベージュ

　●　Ｎｏ，1060・1061は、ホテル客室内のみでご利用頂く製品です。

　●　Ｎｏ，1061の甲ウラはＥＶＡスポンジです。

ブラウン

Ｎｏ，1056 マーカスＳＰ

アイボリー

サイズ　Ｌ寸（27㎝） サイズ　Ｌ寸（27㎝）

サイズ　Ｌ寸（27㎝） サイズ　Ｌ寸（27㎝）

ベージュ
ライト
ブラウン

ブラウン

No,1036　グロリア厚底

シボカーフ ・ ステッチカーフ ・ 外縫い  ウォッシャブル 

子供用スリッパ 

クロスバンド タイプ ・ マーカスタイプ 5 



　● サイズにについて   
　　子供用は歩きはじめの幼児用から小学生まで

　　幼児や低学年は、幼児用18㎝

　　低学年以上は22㎝でも可です。

　　サイズ共用なら、21㎝をお薦め致します。

　　　　　　　　　　　　Ｎｏ，1032　リトルドリーミー 　　　　　　　　　　　　　　　Ｎｏ，1033　ドッグチーム

　　　　No, 1034 リトルドリーミー18㎝

　　こだわりスリッパのシルキー紬、ＶＸ絣、カラーガスリ等の

　　カラーガスリ等の子供用も別注で承ります。

　　　　サイズ　18㎝
Ｎｏ，1030　子供ムジ18㎝
サイズ　18㎝

　　No,1025 子供グロリア
　　サイズ　22㎝

Ｎｏ，1028　子供クラウン
サイズ　21㎝

Ｎｏ，1031　子供あひる
サイズ　18㎝

ピンク グリーン イエロー
 ● 別注こだわりスリッパ子供

　  抗菌 スタンダードタイプ

　● Ｎo，1028、1025、1030は、

　　グロリア・クラウンカラーご参照下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　サイズ　21㎝　　　　　　　　　　　　サイズ　21㎝

子供用スリッパ 
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トイレスリッパ ・ シャワーサンダル 

トイレスリッパ 
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　　　　グロリアカラーをご参照下さい。

　● Ｎｏ，7520 Ｎｏ，7521は、1ケース10足入 ケース単位で承ります。

　● 全商品外履きに最適なサンダル底を使用しています。但し、床材や路面の状況により滑る恐れがあります。

〒486-0851
　　　愛知県春日井市篠木町1-65

ＴＥＬ　0568-84-6061
ＦＡＸ　0568-84-7511
Ｅ-Ｍａｉｌ　info@hirano-sangyo.co.jp

■ 製造発売元

Ｎｏ，1048　外履き合繊タタミ

　●　Ｎｏ，1047・1048は，

イエロー
無地
黒

無地
チョコ

ナイス
キッド

サイズ　Ｌ寸（27㎝）
Ｎｏ，7526　イエロ―スリッパ
サイズ　L寸（27㎝）

No,7520 無地サンダル 黒
サイズ　フリー（27㎝）

Ｎｏ，7521　無地サンダル　チョコ
サイズ　フリー（27㎝）

Ｎｏ，1047　外履きグロリア
サイズ　Ｌ寸（27㎝）

Ｎｏ　7525　オービット

サイズ　Ｌ寸（27㎝）

外履き兼用スリッパ ・ サンダル 

■ 取扱店 平野産業株式会社 


