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お散歩やお買い物に、
室内での体操や軽い運動に、
歩きやすい工夫でシニア世代の足元をサポート。
ご両親や大切なあの方へ、ライフウォーカーで
元気な日々をプレゼントしませんか。

http://www.asics.com/jp/ja-jp/walking/lifewalker

ライフウォーカー

正しい足の測り方など情報が盛りだくさん！！

足元しっかり、「歩く」を楽しく。

大切な方への
プレゼントに

アシックスは、東京2020オリンピック・パラリンピックを応援しています。



アシックススポーツ工学研究所 トライアス

シニアに歩きやすさ３タイプ

しやすい
脱ぎ履き

P3ｰ6

靴の脱ぎ履きが面倒
という方に。

やさしい
にひざ

P7ｰ10

ひざが不安で、外出を
躊躇される方に。

負担を軽減
への母趾

P11ｰ12

親指の付け根部分に
お悩みの方に。

1 2 3
「アシックススポーツ工学研究所」ではさま
ざまな年代における歩行の特徴を分析し、
商品開発に活かされています。

スポーツ工学の知見を活かし、頭と身体を
活性化する独自の運動プログラムを提供
している、機能訓練特化型デイサービス。

つまずきにくい
設計

着地しやすい
形状

バランスが
とりやすい

アシックスの技術で
  つまずきにくく、歩きやすい。

左：1132A001 / 001　中：TDL201 / 9795　右：1241A001 / 200

ソールのつま先を少し上
げることで、平らな路面
でつまずきにくい形状に。

小ゆび側のミッドソール
に厚みをもたせた、バラン
スサポートウエッジ構造。

着地時の安定性を高める
ため、かかと部は少し上
がったウォーキングカット。



上部が大きく開くので脱ぎ履きがラクラク。
やわらかな素材で足入れも歩行も快適。
健康体操や室内運動におすすめです。

しやすい
脱ぎ履き ライフウォーカーは履きやすさにもこだわっています。面ファスナー

タイプは甲の部分が大きく開き、しっかり足をホールドしてくれると
好評。足をソフトに包み込むやわらかな素材で、足入れも歩行も
快適です。

履 き や す さとデ ザイン 性 を高 めた
面 ファスナ ー タイプ

車のライトなどに反射して光る
反射テープをかかと部に搭載し
夜間での視認性が向上します。

夜 間 の 視 認 性 を高 め る反 射 テ ープ

反射
テープ

つき

反射
テープ

つき

FLC101、FLC307 1241A001、1242A001

※適応品番：FLC101、FLC307、1241A001、1242A001

左：1241A001 / 200　右：1242A001 / 600

面ファスナー  シューズ  一覧

使い勝手のいい
  スポーティなデザイン。

通気性に優れた
  メッシュ素材を採用。

靴の脱ぎ履きが面倒という方に
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NEW

素材名：アッパー / ①②合成繊維製、人工皮革製　 アウターソール / ①②ゴム底（ノンマーキング） 

M E N ’S

素材名：アッパー / ①②合成繊維製、人工皮革製　 アウターソール / ①② ゴム底（ノンマーキング） 

L A D I E S '

女性用

ファスナー
面

①FLC307

本体価格 ¥6,300＋税
ライフウォーカー® 307（W）

サイズ：21.5～25.0cm

9090
ブラック×ブラック

5858
ピーコート×ピーコート

1244
ウォームグレー×グレイッシュピンク

2525
ワイン×ワイン

0594
ベージュ×ブロンズ

使い勝手のいいスポーティなデザイン男性用

ファスナー
面

①FLC101

本体価格 ¥6,300＋税
ライフウォーカー® 101

サイズ：24.0～27.0cm

9073
ブラック×チャコールグレー

5812
ピーコート×フェザーグレー

1364
ライトグレー×グレーベージュ

2805
ダークブラウン×ベージュ

1273
ウォームグレー×チャコールグレー

使い勝手のいいスポーティなデザイン

400
ピーコート×ピーコート

001
ブラック×ブラック

200
コーヒー×コーヒー

ファスナー
面

②1241A001

本体価格 ¥7,800＋税
ライフウォーカー® 1

サイズ：24.0～27.0cm

男性用

NEW

001
ブラック×ファントム

通気性に優れたメッシュ素材を採用通気性に優れたメッシュ素材を採用

600
ポートロイヤル×ポートロイヤル

200
コーヒー×コーヒー

ファスナー
面

②1242A001

本体価格 ¥7,800＋税
ライフウォーカー® 1（W）

サイズ：21.5～25.0cm

女性用

5 6



M E N ’S

9795
グレー×ダークグレー

9016
ブラック×チャコールグレー

ファスナー
面

サイズ：24.0～27.0cm

②TDL201

本体価格 ¥8,000＋税
ライフウォーカー® ニーサポート201

面ファスナーのベルトで脱ぎ履き便利

5849
ピーコート×ダークブルー

男性用

男性用①TDL200

本体価格 ¥9,800＋税
ライフウォーカー® ニーサポート200

サイズ：24.0～27.0cm

99
オフホワイト

97
グレー

29
コーヒー

90
ブラック

使い勝手のいいスポーティなデザイン

サイドゴム

※特許出願中

201
キャメル×キャメル

フィット性に優れたモノソック構造を採用

200
ブラウンストーム×コーヒー

001
ブラック×ブラック

男性用③1242A003

本体価格 ¥8,800＋税
ライフウォーカー® ニーサポート3

サイズ：24.0～27.0cm

モノソック

NEW

左：1242A003 / 201　右：1242A002 / 600 素材名：アッパー / ①③人工皮革製　②合成繊維製、人工皮革製  　アウターソール / ①②③ゴム底（ノンマーキング） 

やさしい
ひざに
ひざにやさしい中敷とミッドソールを採用。
クッション性に優れ、ひざの内側に
かかる負担を軽減します。

ひざが不安で、外出を躊躇される方に
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ひざ を やさしくサ ポ ート

モノソック

9016
ブラック×チャコールグレー

5849
ピーコート×ダークブルー

ファスナー
面

サイズ：21.5～25.0cm

②TDL501

本体価格 ¥8,000＋税
ライフウォーカー® ニーサポート501（W）

面ファスナーのベルトで脱ぎ履き便利

2626
ローズ×ローズ

女 性用

女 性用①TDL500

本体価格 ¥9,800＋税
ライフウォーカー® ニーサポート500（W）

サイズ：21.5～25.0cm

90
ブラック

18
ローズピンク

25
ワイン

使い勝手のいいスポーティなデザイン

サイドゴム

※特許出願中

250
ダークトープ×ダークトープ

001
ブラック×ブラック

サイズ：21.5～25.0cm

④1242A002

本体価格 ¥8,800＋税
ライフウォーカー® ニーサポート2（W）

フィット性に優れたモノソック構造を採用

600
ポートロイヤル×ポートロイヤル

女性用

NEW

女性用③TDL502

本体価格 ¥8,500＋税
ライフウォーカー® ニーサポート502（W）

サイズ：21.5～25.0cm

2929
ブロンズ×ブロンズ

9090
ブラック×ブラック

甲部分の飾りがポイントのお出かけシューズ

9494
シャンパン×シャンパン

600
ポートロイヤル×ポートロイヤル

L A D I E S '

ひざが痛いと感じる方は、加齢で関節が弱く
なったことによるＯ脚が原因かもしれません。
ライフウォーカー ニーサポートはミッドソール
と中敷で外側が高く内側が低い傾斜をつくり、
ひざのクッション性をサポートします。

内 外外

外側を高く、硬く

素材名：アッパー / ①③④人工皮革製　②合成繊維製、人工皮革製  　アウターソール / ①②③④ゴム底（ノンマーキング） 

左：TDL200 / 99　右：TDL500 / 25
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001
ブラック×ブラック

サイズ：21.5～25.0cm

②1132A001

本体価格 ¥8,800＋税
ライフウォーカー® ボシサポート1（Ｗ）

母趾に配慮した新中敷搭載シューズ

250
ダークトープ×ダークトープ

女性用

※特許出願中

女性用①FLC400

本体価格 ¥8,000＋税
ライフウォーカー® 400（W）

サイズ：21.5～25.0cm
64
グレーベージュ

90
ブラック

足入れ感がやさしいスリッポンタイプ

L A D I E S '

NEW

が 新中敷を共同開発

長く健康を維持するためには
「歩く」ことが大切です。
下北沢病院は、日本初の足に特化し
た総合病院で「足から健康を支えて
ゆく」をコンセプトに足に対する知識
と経験を重ねています。

母趾球部がくぼみに
沈み込むから母趾の
関節運動を行いやすい

アーチを支えて
足の内側への
倒れこみを抑えます

※母趾に配慮した設計ですが、程度によっては
合わない場合もございます。効果には個人差が
ございます。  ※特許出願中

素材名：アッパー / ①②合成皮革製　 アウターソール / ①②ゴム底（ノンマーキング） 

負担を軽減
母趾への
母趾に配慮した中敷を搭載。
フィット感を高める素材とデザインで、
女性の足をやさしくサポートします。

左：1132A001 / 250　右：1132A001 / 001

菊池 恭太氏 コメント
下北沢病院 足病総合センター長

親指の付け根部分にお悩みの方に

1211



足にやさしく、歩きやすい工 夫を搭載
アシックス独自のソール 設 計

ひざへの負担軽減クッション性の向上軽量化したソール
厚みのある中敷を搭載す
ることにより、クッション性
が向上。

Ｏ脚に対応した構造で安定
性を高め、ひざへの負担を
軽減。

かかと部と踏み付け部のみ
にラバーを使用したソール
構造に。

バランスをサポート 安定性の向上つまずきにくい設計
小ゆび側のミッドソール
に厚みをもたせ、バランス
がとりやすい構造に。

足なりにしなやかに曲がる
ソールでシューズの両側
にかかる力をコントロール。

先端部分は引っかかりに
くい樹脂パーツでつまず
きにくく。

機 能 説 明 アイコ ン

※適応品番：TDL201、TDL501、TDL502、1242A003、1242A002

面ファスナータイプ

サイドゴムタイプ

モノソックタイプ

スリッポンタイプ

屋外、屋内

オブリーク（３Ｅ相当）

履き口の上部分が大きく開くタイプのシューズ。

ベロ部とアッパーが一体化されているタイプのシューズ。

ひもや留め具がなく、足を滑り込ませて履くタイプのシューズ。

足幅が広く甲高の方のために、指まわりにゆとりを設けた靴の型。

屋外・屋内兼用シューズ。

履き口のサイドがゴムになっていて伸びるタイプのシューズ。

ファスナー
面

サイドゴム

モノソック

より、ひざをやさしくサ ポートする
アシックス独 自 のソール 設 計

FLC307 / 1244


