〈お問い合わせ、
ご注文は〉

長浜木履工場
NAGAHAMA MOKURI
SINCE 1949

〒799-3412 愛媛県大洲市長浜町晴海 1-2
TEL 0893-52-1234

FAX 0893-52-1235

mail@nagamoku.com
https://nagamoku.com

〈正規販売代理店〉
和が集まる愛顔あつまる。

長浜木履工場
NAGAHAMA MOKURI
SINCE 1949

〒799-3401 愛媛県大洲市長浜甲 1030-46
TEL 0893-52-2885
mail@watomi.net
https://watomi.net

for business

CATALOG

愛 媛 の 伝 統 工 芸 士 が 一 足 一 足 、想 いを込 めて
〈認定・受賞歴〉
2008年 7月

間伐材マーク取得（認定番号 K080224）

2008年 9月

木づかい運動ロゴマーク取得（登録番号 A-（1）-080053）

・ショー 秋2008 新製品コンテスト」大賞
2008年 9月 「第40回 大阪インターナショナル・ギフト
2009年 10月 「第10回 間伐・間伐材利用コンクール」審査員奨励賞
2015年 3月

愛媛県伝統的特産品に指定

2015年 10月

愛媛すごモノデータベースに認定

2016年 2月 えひめ伝統工芸士に認定（愛媛県認定 第276号 福本紀孝）
2019年 7月

大洲ええモンセレクションに認定

2020年 3月 えひめ伝統工芸士に認定（愛媛県認定 第288号 齊藤大地）

製品標記の見方
型番

商品名

●サイズ
和装履物はかかとを１〜1.5cm弱程度、
外側に出して履くのが正しい履き方です。
また、
小指が台からはみ出しても問題ありません。
普段お使いの靴と同じサイズをお選びいただ
ければ、
少しかかとが出た状態で履くことができます。
※記載しているサイズは標準の寸法となります。木材に含まれている水分量の違い等により、0.1㎝〜
0.5㎝程度寸法が異なることがございます。

NAGAHAMA MOKURI
SINCE 1949

●花緒・バンド

伝 統 の 足 跡と、未 来 へ の 足 音
国 内 有 数 の 木 材 集 積 地として栄えた、
愛 媛 県 大 洲 市・長 浜 の 地で豊かな自然に感 謝をしながら守り続けてきた伝 統 。
「 木 」と真 摯に向き合い、歩んできた歴 史 の 足 跡が 技 術 力と品 質 の 証です。
下 駄を通して暮らしと自然を繋ぎ、
幼い頃から木の温もりや 安 心をもっと身 近に感じてもらえるように−。
培ってきた技 術という財 産を磨き続け、
さらに発 展させることを信 念に未 来 へ 向けての 足 音を響かせます。

NH-151-B

男ソフト生地下駄

●サイズ：25.0 / 27.0cm ●花緒：合皮
●底：ゴム付き ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印

布・
・
・
・
・ 布製の生地を使用しております。
合皮 ・
・
・ 合成皮革の生地を使用しております。
※花緒・バンドは予告なく変更・廃番となる場合がございます。

●底
ゴム付き・
・
・下駄底にゴムを貼っております。
ゴムなし・
・
・ 下駄底にゴムを貼っておりません。

●台・表
台・
・
・下駄・サンダルに使用されている木材（桧・杉・桐）
について記載しております。
表・
・
・草履・雪駄に使用されている表材（畳・PVC［ビニール］）
について記載しております。

●加工方法
加工方法について記載しております。
白木 ・
・
・ 木材の良さを生かした白木仕上げ
クリア塗り・
・
・ 台の表面をクリア塗装し、
汚れが付きにくい加工
焼塗り・
・
・ 台の表面を焼いて炭を落とし、
表面を塗装
杉木目・
・
・ 台の表面を焼いて木目が浮き立つまで炭を落とし、
ワックスをかける。
焼磨き・
・
・ 台の表面を焼いて炭を落とし、
磨く。
張磨き・
・
・ 台の表面に経木を張って、
磨く。

C O N T E N T S

03

男下 駄

08

09

雪

駄

一本歯下駄

オイル仕上げ・
・
・ 天然オイル塗料を塗った加工

●名入れ
商品によっては下駄台に名入れが可能です。
名入れの方式についてお選びいただけます。
スクリーン・
・
・インク
（黒）
を使用した名入れ方式です。

05

女下駄

11

長木保育下駄 / 草履

レーザー・
・
・レーザー彫刻での名入れ方式です。
焼印 ・
・
・ 焼印を使用した名入れ方式です。
雪駄用・
・
・ 雪駄専用の名入れ方式です。

07

子ども下 駄

13

サンダル

●銘板
男下駄、
女下駄、
子ども下駄、
サンダルには長浜木履工場の銘板をお付けしております。

男 下 駄

男 下 駄
NH-101

NH-102-A

悠々下駄 紳士用

桐男フィット下駄

NH-102-B

桐男フィット下駄

NH-102-C

NH-151-A

桐男フィット下駄

●サイズ：27.0cm ●花緒：布 ●底： ●サイズ：27.0cm ●花緒：布 ●底： ●サイズ：27.0cm ●花緒：布 ●底： ●サイズ：27.0cm ●花緒：布 ●底：
ゴム付き ●台：桐 ●加工方法：オ ゴム付き ●台：桐 ●加工方法：オ ゴム付き ●台：桐 ●加工方法：オ ゴム付き ●台：桐 ●加工方法：オ
イル仕上げ ●名入れ：レーザー
イル仕上げ ●名入れ：レーザー
イル仕上げ ●名入れ：レーザー
イル仕上げ ●名入れ：レーザー

履 きやすいフィット下 駄から伝 統 的 な二 枚 歯 まで︑各シーンに合 わせた男 性 用の下 駄を豊 富に取り揃えております ︒
03

NH-111-A

男角生地下駄

NH-111-B

男角生地下駄

●サイズ：25.5 / 27.0cm ●花緒：布
●サイズ：25.5 / 27.0cm ●花緒：合皮
●底：ゴムなし ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り ●底：ゴムなし ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印

NH-131-A

男角焼塗下駄

●サイズ：25.5 / 27.0cm ●花緒：布
●底：ゴムなし ●台：桧 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：不可

NH-131-B

●サイズ：25.5 / 27.0cm ●花緒：合皮
●底：ゴムなし ●台：桧 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：不可

（一体成型）

NH-112-A

男角直物生地下駄

男角焼塗下駄

NH-111-C

●サイズ：25.5 / 27.0cm ●花緒：合皮
●底：ゴムなし ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印

NH-131-C

男角直物生地下駄

男角焼塗下駄

●サイズ：25.5 / 27.0cm ●花緒：合皮
●底：ゴムなし ●台：桧 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：不可

（一体成型）

NH-112-B

男角生地下駄

男ソフト生地下駄

●サイズ：25.0 / 27.0cm ●花緒：布
●底：ゴム付き ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印

NH-152-A

男ソフト焼塗下駄

●サイズ： 25.0 / 27.0cm ●花緒：布
●底：ゴム付き ●台：桧 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：不可

NH-181

杉男木目ソフト下駄

●サイズ：25.5cm ●花緒：布
●台：杉 ●加工方法：杉木目
●名入れ：不可

●底：ゴム付き

NH-151-B

男ソフト生地下駄

●サイズ：25.0 / 27.0cm ●花緒：合皮
●底：ゴム付き ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印

NH-152-B

男ソフト焼塗下駄

●サイズ： 25.0 / 27.0cm ●花緒：合皮
●底：ゴム付き ●台：桧 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：不可

NH-171

桐男ソフト焼磨下駄

●サイズ：26.0cm ●花緒：布
●台：桐 ●加工方法：焼磨き
●名入れ：レーザー

●底：ゴム付き

NH-151-C

男ソフト生地下駄

●サイズ：25.0 / 27.0cm ●花緒：合皮
●底：ゴム付き ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印

NH-152-C

男ソフト焼塗下駄

●サイズ： 25.0 / 27.0cm ●花緒：合皮
●底：ゴム付き ●台：桧 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：不可

NH-161-A

桐男ソフト張磨下駄

●サイズ：26.0cm ●花緒：布
●台：桐 ●加工方法：張磨き
●名入れ：レーザー

●底：ゴム付き

（一体成型）

NH-112-C

男角直物生地下駄

●サイズ：25.5 / 27.0cm ●花緒：布
●サイズ：25.5 / 27.0cm ●花緒：合皮
●サイズ：25.5 / 27.0cm ●花緒：合皮
●底：ゴムなし ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り ●底：ゴムなし ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り ●底：ゴムなし ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印

NH-161-B

桐男ソフト張磨下駄

●サイズ：26.0cm ●花緒：合皮
●台：桐 ●加工方法：張磨き
●名入れ：レーザー

NH-141-A

桐男角張磨下駄

●底：ゴム付き ●サイズ： 25.5 / 27.0cm ●花緒：布
●底：ゴムなし ●台：桐 ●加工方法：張磨き
●名入れ：レーザー / 焼印

NH-141-B

桐男角張磨下駄

●サイズ： 25.5 / 27.0cm ●花緒：合皮
●底：ゴムなし ●台：桐 ●加工方法：張磨き
●名入れ：レーザー / 焼印
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女 下 駄

女 下 駄
NH-301

悠々下駄 婦人用

NH-302-A

桐女フィット下駄

NH-302-B

桐女フィット下駄

NH-302-C

NH-351-A

桐女フィット下駄

●サイズ：24.0cm ●花緒：布 ●底： ●サイズ：24.0cm ●花緒：布 ●底： ●サイズ：24.0cm ●花緒：布 ●底： ●サイズ：24.0cm ●花緒：布 ●底：
ゴム付き ●台：桐 ●加工方法：オ ゴム付き ●台：桐 ●加工方法：オ ゴム付き ●台：桐 ●加工方法：オ ゴム付き ●台：桐 ●加工方法：オ
イル仕上げ ●名入れ：レーザー
イル仕上げ ●名入れ：レーザー
イル仕上げ ●名入れ：レーザー
イル仕上げ ●名入れ：レーザー

履 きやすいフィット下 駄から伝 統 的 な二 枚 歯 まで︑足 元から女 性らしさを引 き 立てる下 駄を豊 富に取り揃えております ︒
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NH-311-A

女日光生地下駄

●サイズ：24.0cm ●花緒：布 ●底：ゴムなし
●台：桧 ●加工方法：クリア塗り
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印

NH-331-A

女日光焼塗下駄

●サイズ：24.0cm ●花緒：布
●台：桧 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：不可

●底：ゴムなし

NH-311-B

女日光直物生地下駄

NH-311-C

女日光生地下駄

●サイズ：24.0cm ●花緒：合皮 ●底：ゴムなし ●サイズ：24.0cm ●花緒：合皮 ●底：ゴムなし
●台：桧 ●加工方法：クリア塗り
●台：桧 ●加工方法：クリア塗り
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印

NH-331-B

女日光焼塗下駄

●サイズ：24.0cm ●花緒：合皮
●台：桧 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：不可

（一体成型）

NH-312-A

女日光生地下駄

NH-312-B

NH-331-C

女日光焼塗下駄

●底：ゴムなし ●サイズ：24.0cm ●花緒：合皮
●台：桧 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：不可

●底：ゴムなし

（一体成型）

（一体成型）

女日光直物生地下駄

NH-312-C

女日光直物生地下駄

●サイズ：24.0cm ●花緒：布
●サイズ：24.0cm ●花緒：合皮
●サイズ：24.0cm ●花緒：合皮
●底：ゴムなし ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り ●底：ゴムなし ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り ●底：ゴムなし ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印

女ソフト生地下駄

●サイズ：24.0cm ●花緒：布 ●底：ゴム付き
●台：桧 ●加工方法：クリア塗り
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印

NH-352-A

女ソフト焼塗下駄

●サイズ：24.0cm ●花緒：布
●台：桧 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：不可

NH-381

●底：ゴム付き

杉女木目ソフト下駄

●サイズ：24.0cm ●花緒：布
●台：杉 ●加工方法：杉木目
●名入れ：不可

NH-361-B

●底：ゴム付き

桐女ソフト張磨下駄

●サイズ：24.0cm ●花緒：合皮
●台：桐 ●加工方法：張磨き
●名入れ：レーザー

NH-351-B

女ソフト生地下駄

NH-351-C

女ソフト生地下駄

●サイズ：24.0cm ●花緒：合皮 ●底：ゴム付き ●サイズ：24.0cm ●花緒：合皮 ●底：ゴム付き
●台：桧 ●加工方法：クリア塗り
●台：桧 ●加工方法：クリア塗り
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印

NH-352-B

女ソフト焼塗下駄

●サイズ：24.0cm ●花緒：合皮
●台：桧 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：不可

NH-371

NH-341-A

●底：ゴム付き

桐女日光張磨下駄

●底：ゴム付き ●サイズ：24.0cm ●花緒：布
●台：桐 ●加工方法：張磨き
●名入れ：レーザー / 焼印

女ソフト焼塗下駄

●底：ゴム付き ●サイズ：24.0cm ●花緒：合皮
●台：桧 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：不可

桐女ソフト焼磨下駄

●サイズ：24.0cm ●花緒：布
●台：桐 ●加工方法：焼磨き
●名入れ：レーザー

NH-352-C

●底：ゴムなし

NH-361-A

●底：ゴム付き

桐女ソフト張磨下駄

●サイズ：24.0cm ●花緒：布
●台：桐 ●加工方法：張磨き
●名入れ：レーザー

NH-341-B

●底：ゴム付き

桐女日光張磨下駄

●サイズ：24.0cm ●花緒：合皮
●台：桐 ●加工方法：張磨き
●名入れ：レーザー / 焼印

●底：ゴムなし
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雪 駄

子 ど も 下 駄

NH-801-C

NH-801-D

●サイズ：23.0 / 23.5 / 24.5cm
●花緒：布 ●底：アメゴム
●表：PVC ●名入れ：雪駄用

●サイズ：23.0 / 23.5 / 24.5cm
●花緒：合皮 ●底：アメゴム
●表：PVC ●名入れ：雪駄用

●サイズ：23.0 / 23.5 / 24.5cm
●花緒：合皮 ●底：アメゴム
●表：PVC ●名入れ：雪駄用

●サイズ：23.0 / 23.5 / 24.5cm
●花緒：布 ●底：アメゴム
●表：PVC ●名入れ：雪駄用

NH-551-A

桐子どもフィット下駄

NH-551-B

NH-542-A

桐子どもフィット下駄

子ども日光生地下駄

NH-542-B

子ども日光生地下駄

NH-811-A

NH-811-B

NH-811-C

NH-811-D

●サイズ：23.0 / 23.5 / 24.5cm
●花緒：布 ●底：スポンジ
●表：PVC ●名入れ：雪駄用

●サイズ：23.0 / 23.5 / 24.5cm
●花緒：合皮 ●底：スポンジ
●表：PVC ●名入れ：雪駄用

●サイズ：23.0 / 23.5 / 24.5cm
●花緒：合皮 ●底：スポンジ
●表：PVC ●名入れ：雪駄用

●サイズ：23.0 / 23.5 / 24.5cm
●花緒：布 ●底：スポンジ
●表：PVC ●名入れ：雪駄用

NH-552-A

NH-552-B

NH-552-C

●サイズ ： 18.5 / 21.5cm ●花緒 ：
布 ●底 ：ゴムなし ●台 ： 桧 ●加
工方法 ： クリア塗り ●名入れ ： スク
リーン/レーザー/焼印

●サイズ ： 18.5 / 21.5cm ●花緒 ：
布 ●底：ゴム付き ●台：桧 ●加
工方法 ： クリア塗り ●名入れ ： スク
リーン/レーザー/焼印

●サイズ ： 18.5 / 21.5cm ●花緒 ：
布 ●底：ゴム付き ●台：桧 ●加
工方法 ： クリア塗り ●名入れ ： スク
リーン/レーザー/焼印

●サイズ ： 18.5 / 21.5cm ●花緒 ：
布 ●底：ゴム付き ●台：桧 ●加
工方法 ： クリア塗り ●名入れ ： スク
リーン/レーザー/焼印

NH-532-A

子どもソフト黒塗下駄

●サイズ：18.5 / 21.5cm ●花緒：布
●底：ゴム付き ●台：桧 ●加工方法：黒塗り
●名入れ：不可

NH-532-B

子どもソフト生地下駄

NH-821-A

NH-821-B

NH-821-C

NH-821-D

子どもソフト黒塗下駄

●サイズ：18.5 / 21.5cm ●花緒：布
●底：ゴム付き ●台：桧 ●加工方法：黒塗り
●名入れ：不可

女キチバアメゴム底雪駄

女キチスポンジ底雪駄

女キチスポンジ底雪駄

女キチスポンジ底雪駄

子どもソフト生地下駄

NH-532-C

男キチバアメゴム底雪駄

男キチバアメゴム底雪駄

男キチバアメゴム底雪駄

男キチバアメゴム底雪駄

●サイズ：23.5 / 25.0 / 27.0cm
●花緒：布 ●底：アメゴム
●表：PVC ●名入れ：雪駄用

●サイズ：23.5 / 25.0 / 27.0cm
●花緒：合皮 ●底：アメゴム
●表：PVC ●名入れ：雪駄用

●サイズ：23.5 / 25.0 / 27.0cm
●花緒：合皮 ●底：アメゴム
●表：PVC ●名入れ：雪駄用

●サイズ：23.5 / 25.0 / 27.0cm
●花緒：布 ●底：アメゴム
●表：PVC ●名入れ：雪駄用

子どもソフト黒塗下駄

●サイズ：18.5 / 21.5cm ●花緒：布
●底：ゴム付き ●台：桧 ●加工方法：黒塗り
●名入れ：不可

NH-831-A

NH-831-B

NH-831-C

NH-831-D

男キチバスポンジ底雪駄

男キチバスポンジ底雪駄

男キチバスポンジ底雪駄

男キチバスポンジ底雪駄

●サイズ：23.5 / 25.0 / 27.0cm
●花緒：布 ●底：スポンジ
●表：PVC ●名入れ：雪駄用

●サイズ：23.5 / 25.0 / 27.0cm
●花緒：合皮 ●底：スポンジ
●表：PVC ●名入れ：雪駄用

●サイズ：23.5 / 25.0 / 27.0cm
●花緒：合皮 ●底：スポンジ
●表：PVC ●名入れ：雪駄用

●サイズ：23.5 / 25.0 / 27.0cm
●花緒：布 ●底：スポンジ
●表：PVC ●名入れ：雪駄用

NH-841-B

NH-771-A

子どもキチバスポンジ底雪駄 子どもキチバスポンジ底雪駄 桧子どもサンダル
●サイズ：17.0/18.5/20.0/21.5cm
●花緒：布 ●底：スポンジ
●表：PVC ●名入れ：不可

●サイズ：17.0/18.5/20.0/21.5cm
●花緒：布 ●底：スポンジ
●表：PVC ●名入れ：不可

●サイズ：18.5 / 21.5cm ●バンド：
布 ●底：ゴム付き ●台：桧 ●加
工方法 ： クリア塗り ●名入れ ： スク
リーン/レーザー/焼印

NH-771-B

桧子どもサンダル
●サイズ：18.5 / 21.5cm ●バンド：
布 ●底：ゴム付き ●台：桧 ●加
工方法 ： クリア塗り ●名入れ ： スク
リーン/レーザー/焼印

NH-831-E

男キチバスポンジ底雪駄
●サイズ：25.0cm ●花緒：合皮
●底：スポンジ ●表：PVC
●名入れ：不可

スポンジ底に比べ丈夫で滑りにくい素材。

クッション性の高い素材。

底についてのご説 明

︿ スポンジ底 ﹀

NH-841-A

男 性 用 ︑女 性 用の雪 駄を取り揃えております ︒日本 伝 統の履 物 として気 軽に履 くことができ ︑足 元から和の雰 囲 気を感じられます ︒

NH-542-C

子どもソフト生地下駄

女キチバアメゴム底雪駄

●サイズ：18.5 / 21.5cm ●花緒：布
●底 ：ゴムなし ●台 ： 桧 ●加工方
法：クリア塗り ●名入れ：スクリーン/
レーザー/焼印

女キチスポンジ底雪駄

子ども日光生地下駄

女キチバアメゴム底雪駄

︿ アメゴム底 ﹀

お子 様 向けの下 駄 ︑雪 駄 ︑
サンダル商 品を取り揃えております ︒
お子 様 専 用に製 造しておりますので小さな 足でも 安 心して履いていただけます ︒

NH-801-B

女キチバアメゴム底雪駄

●サイズ：21.5cm ●花緒：布 ●底： ●サイズ：21.5cm ●花緒：布 ●底： ●サイズ：18.5 / 21.5cm ●花緒：布
ゴム付き ●台：桐 ●加工方法：オ ゴム付き ●台：桐 ●加工方法：オ ●底 ：ゴムなし ●台 ： 桧 ●加工方
法：クリア塗り ●名入れ：スクリーン/
イル仕上げ ●名入れ：レーザー
イル仕上げ ●名入れ：レーザー
レーザー/焼印
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NH-801-A
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一本歯下駄

●サイズ：24.0cm ●花緒：布
●底：ゴム付き / ゴムなし ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

NH-IP001A-B

一本歯下駄

●サイズ：24.0 / 26.0 cm ●花緒：布
●底：ゴム付き / ゴムなし ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

NH-IP001A-C

一本歯下駄

●サイズ：24.0 / 26.0 cm ●花緒：布
●底：ゴム付き / ゴムなし ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

おっとっと

NH-OT001-A

●サイズ：フリーサイズ ●底：ゴムなし ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

NH-OT001-B

おっとっと

●サイズ：フリーサイズ ●底：ゴムなし ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

NH-OT001-C

おっとっと

●サイズ：フリーサイズ ●底：ゴムなし ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

一 本 歯 下 駄

一 本 歯 下 駄

NH-IP001A-A

〈おっとっとの履き方〉
紐を支えに、
竹ぽっくりのような
イメージで遊びながら履いて
いただけます。

履くことでバランス感覚を養い︑
体幹を鍛えるのに効果的とされています︒
アスリートのトレーニング器具としても注目度が高まっています︒
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NH-IP001A30

一本歯下駄

●サイズ：30.0 cm ●花緒：布
●底：ゴム付き / ゴムなし ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

NH-IP011A-A

NH-IP001K-A

一本歯下駄

●サイズ：15.5 / 17.0 / 18.5 / 20.0 / 21.5cm
●花緒：布 ●底：ゴム付き / ゴムなし ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

NH-IP001K-B

一本歯下駄

●サイズ：15.5 / 17.0 / 18.5 / 20.0 / 21.5cm
●花緒：布 ●底：ゴム付き / ゴムなし ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

一本歯下駄 爪先ゴム NH-IP011A-B 一本歯下駄 爪先ゴム NH-IP011A-C 一本歯下駄 爪先ゴム

●サイズ：24.0cm ●花緒：布
●底：ゴム付き ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

●サイズ：24.0 / 26.0 cm ●花緒：布
●底：ゴム付き ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

●サイズ：24.0 / 26.0 cm ●花緒：布
●底：ゴム付き ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

NH-OT011-A

おっとっとdeHANBUN NH-OT011-B おっとっとdeHANBUN 〈おっとっとdeHANBUNの履き方〉

●サイズ：約21.5〜23cm / 約23〜24.5cm
/ 約24.5〜26cm
●花緒：布 ●底：ゴム付き / ゴムなし ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

※画像は幅9.5cm

NH-IP011A30

一本歯下駄 爪先ゴム NH-IP011K-A 一本歯下駄 爪先ゴム NH-IP011K-B 一本歯下駄 爪先ゴム

●サイズ：30.0 cm ●花緒：布
●底：ゴム付き ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

●サイズ：15.5 / 17.0 / 18.5 / 20.0 / 21.5cm
●花緒：布 ●底：ゴム付き ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

●サイズ：15.5 / 17.0 / 18.5 / 20.0 / 21.5cm
●花緒：布 ●底：ゴム付き ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

NH-IP021-A

●サイズ：約21.5〜23cm / 約23〜24.5cm
/約 24.5〜26cm
●花緒：布 ●底：ゴム付き / ゴムなし ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

踵を浮かせた状態で履く一本歯下駄です。
紐は取り外しが可能です。

※画像は幅12cm

一本歯下駄 HANBUN NH-IP021-B 一本歯下駄 HANBUN 〈一本歯下駄HANBUNの履き方〉

●サイズ：幅9.5cm
（約21.5〜24.0cm）
/ 幅12.0cm ●サイズ：幅9.5cm
（約21.5〜24.0cm）
/ 幅12.0cm
（約25.0〜26.5cm） ●花緒：布 ●底：ゴム付き （約25.0〜26.5cm） ●花緒：布 ●底：ゴム付き
●台：桧 ●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー ●台：桧 ●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

踵を浮かせた状態で履く一本歯下駄です。
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●サイズ：15.5 / 17.0 / 18.5 / 20.0 / 21.5cm
●花緒：布 ●底：ゴム付き ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

NHG-001A-B

長木保育下駄

●サイズ：23.0 / 24.0cm ●花緒：布
●底：ゴム付き ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

NHG-011K-A

長木保育下駄 日光

●サイズ：15.5 / 17.0 / 18.5 / 20.0 / 21.5cm
●花緒：布 ●底：ゴム付き / ゴムなし ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

NHG-001K-B

長木保育下駄

●サイズ：15.5 / 17.0 / 18.5 / 20.0 / 21.5cm
●花緒：布 ●底：ゴム付き ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

NHG-001A-A

長木保育下駄

●サイズ：25.0cm ●花緒：布
●底：ゴム付き ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

NHG-011K-B

長木保育下駄 日光

●サイズ：15.5 / 17.0 / 18.5 / 20.0 / 21.5cm
●花緒：布 ●底：ゴム付き / ゴムなし ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

NHG-001A-A

長木保育下駄

●サイズ：23.0 / 24.0cm ●花緒：布
●底：ゴム付き ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

NHG-001A-B

長木保育下駄

●サイズ：25.0 / 27.0cm ●花緒：布
●底：ゴム付き ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

NHG-011A-A

長木保育下駄 日光

●サイズ：23.0 / 24.0cm ●花緒：布
●底：ゴム付き / ゴムなし ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

NHZ-001K-A

長木保育草履

●サイズ：14.5/15.5/17.0/18.5/20.0/21.5cm
●花緒：布 ●底：ゴム付き ●表：畳
●名入れ：不可

NHZ-001A-B

長木保育草履

●サイズ：23.0 / 24.0cm ●花緒：布
●底：ゴム付き ●表：畳 ●名入れ：不可

NHZ-001K-B

●サイズ：14.5/15.5/17.0/18.5/20.0/21.5cm
●花緒：布 ●底：ゴム付き ●表：畳
●名入れ：不可

NHZ-001A-A

近年、
偏平足や浮き趾、
外反母趾など
により健康な足裏をしたお子様が非常
に減ってきております。
下駄履きは体の
歪みを整える効果があり、
日常的に下
駄や草履を取り入れることで、足趾の
異常形状が改善されたという実績が
あります。
お子様からお年寄りまで健康
な足であってほしいとの想いから下駄

NHG-011A-B

長木保育下駄 日光

●サイズ：23.0 / 24.0cm ●花緒：布
●底：ゴム付き / ゴムなし ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

NHG-011A-A

長木保育下駄 日光

●サイズ：25.5cm ●花緒：布
●底：ゴム付き / ゴムなし ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

NHG-011A-B

長木保育下駄 日光

●サイズ：25.5 / 27.0cm ●花緒：布
●底：ゴム付き / ゴムなし ●台：桧
●加工方法：白木 ●名入れ：レーザー

長木保育草履

●サイズ：25.0cm ●花緒：布
●底：ゴム付き ●表：畳 ●名入れ：不可

健康な足は
長浜木履から。

履きをおすすめしております。

長木保育草履

NHZ-001A-A

長木保育草履

●サイズ：23.0 / 24.0cm ●花緒：布
●底：ゴム付き ●表：畳 ●名入れ：不可

R

NHZ-001A-B

長木保育草履

●サイズ：25.0 / 27.0cm ●花緒：布
●底：ゴム付き ●表：畳 ●名入れ：不可

﹁長木保育下駄﹂は︑︵有︶長浜木履工場の登録商標です︒︵登録第5229425号︶

お子様から大人まで下駄や草履を履くことで健康な足になっていただきたいという想いを込めた商品です︒
通常の花緒よりも足への負担が少なくなる花緒を使用し︑
下駄や草履を履いたことのない方でも安心して履いていただけます︒
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長木保育下駄

長 木 保 育 下 駄・草 履

長 木 保 育 下 駄・草 履
R

NHG-001K-A

12

サ ン ダ ル

サ ン ダ ル
NH-707

悠々サンダル 紳士用

●サイズ：27.0cm ●バンド：布 ●底：ゴム付き
●台：桐 ●加工方法：オイル仕上げ
●名入れ：レーザー

日常の些細な場面に気軽に木のぬくもりを取り入れていただけます︒
細部まで丁寧な作りで︑
どなた様にもご愛用いただける商品です︒
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NH-764-A

桧インナーサンダル

●サイズ：26.0cm ●バンド：布 ●底：ゴム付き
●台：桧 ●加工方法：クリア塗り
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印

NH-765-B

桧インナーサンダル

●サイズ：26.0cm ●バンド：布 ●底：ゴム付き
●台：桧 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：不可

NH-714-C

桧生地サンダル

NH-708

悠々サンダル 婦人用

●サイズ：24.0cm ●バンド：布 ●底：ゴム付き
●台：桐 ●加工方法：オイル仕上げ
●名入れ：レーザー

NH-764-B

桧インナーサンダル

●サイズ：26.0cm ●バンド：布 ●底：ゴム付き
●台：桧 ●加工方法：クリア塗り
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印

NH-714-A

桧生地サンダル

NH-761

桧インナーサンダル

●サイズ：26.0cm ●バンド：合皮
●台：桧 ●加工方法：白木
●名入れ：レーザー / 焼印

NH-765-A

●底：ゴム付き

桧インナーサンダル

●サイズ：26.0cm ●バンド：布 ●底：ゴム付き
●台：桧 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：不可

NH-714-B

桧生地サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5cm ●バンド：合皮
●サイズ：24.0 / 25.5cm ●バンド：合皮
●底：ゴム付き ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り ●底：ゴム付き ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印

NH-714-D

桧生地サンダル

NH-714-E

桧生地サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5cm ●バンド：合皮
●サイズ：24.0 / 25.5cm ●バンド：布
●サイズ：24.0 / 25.5cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り ●底：ゴム付き ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り ●底：ゴム付き ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印

NH-714-F

桧生地サンダル

NH-714-G

桧生地サンダル

NH-714-H

桧生地サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5cm ●バンド：布
●サイズ：24.0 / 25.5cm ●バンド：布
●サイズ：24.0 / 25.5cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り ●底：ゴム付き ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り ●底：ゴム付き ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印

NH-714-I

桧生地サンダル

NH-714-J

桧生地サンダル

NH-714-K

桧生地サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5cm ●バンド：布
●サイズ：24.0 / 25.5cm ●バンド：布
●サイズ：24.0 / 25.5cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り ●底：ゴム付き ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り ●底：ゴム付き ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印

NH-714-L

桧生地サンダル

NH-714-M

桧生地サンダル

NH-714-N

桧生地サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5cm ●バンド：布
●サイズ：24.0 / 25.5cm ●バンド：布
●サイズ：24.0 / 25.5cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り ●底：ゴム付き ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り ●底：ゴム付き ●台：桧 ●加工方法：クリア塗り
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印
●名入れ：スクリーン / レーザー / 焼印

NH-751-A

杉木目サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：杉 ●加工方法：杉木目
●名入れ：不可

NH-751-B

杉木目サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：杉 ●加工方法：杉木目
●名入れ：不可

NH-751-C

杉木目サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：杉 ●加工方法：杉木目
●名入れ：不可
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サ ン ダ ル

サ ン ダ ル
NH-751-D

杉木目サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：杉 ●加工方法：杉木目
●名入れ：不可

NH-751-G

杉木目サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：杉 ●加工方法：杉木目
●名入れ：不可

NH-743-A

桐焼塗平底サンダル

●サイズ：24.0 / 26.0cm ●バンド：合皮
●底：ゴム付き ●台：桐 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：レーザー

NH-743-D

桐焼塗平底サンダル

●サイズ：24.0 / 26.0cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：桐 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：レーザー
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NH-751-E

杉木目サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：杉 ●加工方法：杉木目
●名入れ：不可

NH-751-H

杉木目サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：杉 ●加工方法：杉木目
●名入れ：不可

NH-743-B

桐焼塗平底サンダル

●サイズ：24.0 / 26.0cm ●バンド：合皮
●底：ゴム付き ●台：桐 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：レーザー

NH-743-E

桐焼塗平底サンダル

●サイズ：24.0 / 26.0cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：桐 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：レーザー

NH-751-F

杉木目サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：杉 ●加工方法：杉木目
●名入れ：不可

NH-751-I

杉木目サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：杉 ●加工方法：杉木目
●名入れ：不可

NH-743-C

桐焼塗平底サンダル

●サイズ：24.0 / 26.0cm ●バンド：合皮
●底：ゴム付き ●台：桐 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：レーザー

NH-743-F

桐焼塗平底サンダル

●サイズ：24.0 / 26.0cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：桐 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：レーザー

NH-743-G

桐焼塗平底サンダル

●サイズ：24.0 / 26.0cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：桐 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：レーザー

NH-743-J

桐焼塗平底サンダル

●サイズ：24.0 / 26.0cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：桐 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：レーザー

NH-743-M

桐焼塗平底サンダル

●サイズ：24.0 / 26.0cm ●バンド：合皮
●底：ゴム付き ●台：桐 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：レーザー

NH-771-C

桐焼磨サンダル

●サイズ：24.0cm ●バンド：合皮
●底：ゴム付き ●台：桐
●加工方法：焼磨き ●名入れ：レーザー

NH-743-H

桐焼塗平底サンダル

●サイズ：24.0 / 26.0cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：桐 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：レーザー

NH-743-K

桐焼塗平底サンダル

●サイズ：24.0 / 26.0cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：桐 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：レーザー

NH-771-A

桐焼磨サンダル

●サイズ：24.0cm ●バンド：合皮
●底：ゴム付き ●台：桐
●加工方法：焼磨き ●名入れ：レーザー

NH-771-D

桐焼磨サンダル

●サイズ：24.0cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：桐
●加工方法：焼磨き ●名入れ：レーザー

NH-743-I

桐焼塗平底サンダル

●サイズ：24.0 / 26.0cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：桐 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：レーザー

NH-743-L

桐焼塗平底サンダル

●サイズ：24.0 / 26.0cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：桐 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：レーザー

NH-771-B

桐焼磨サンダル

●サイズ：24.0cm ●バンド：合皮
●底：ゴム付き ●台：桐
●加工方法：焼磨き ●名入れ：レーザー

NH-771-E

桐焼磨サンダル

●サイズ：24.0cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：桐
●加工方法：焼磨き ●名入れ：レーザー
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サ ン ダ ル

サ ン ダ ル
NH-771-F

桐焼磨サンダル

●サイズ：24.0cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：桐
●加工方法：焼磨き ●名入れ：レーザー

NH-771-I

桐焼磨サンダル

●サイズ：24.0cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：桐
●加工方法：焼磨き ●名入れ：レーザー

NH-771-G

桐焼磨サンダル

●サイズ：24.0cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：桐
●加工方法：焼磨き ●名入れ：レーザー

NH-771-J

桐焼磨サンダル

●サイズ：24.0cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：桐
●加工方法：焼磨き ●名入れ：レーザー

NH-771-H

桐焼磨サンダル

●サイズ：24.0cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：桐
●加工方法：焼磨き ●名入れ：レーザー

NH-771-K

桐焼磨サンダル

●サイズ：24.0cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：桐
●加工方法：焼磨き ●名入れ：レーザー

NH-734-E

焼塗サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5 cm
●バンド：布 ●底：ゴム付き ●台：杉
●加工方法：焼塗り ●名入れ：不可

NH-734-H

焼塗サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5 cm
●バンド：布 ●底：ゴム付き ●台：杉
●加工方法：焼塗り ●名入れ：不可

NH-734-F

焼塗サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5 cm
●バンド：布 ●底：ゴム付き ●台：杉
●加工方法：焼塗り ●名入れ：不可

NH-734-I

焼塗サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5 cm
●バンド：布 ●底：ゴム付き ●台：杉
●加工方法：焼塗り ●名入れ：不可

NH-734-G

焼塗サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5 cm
●バンド：布 ●底：ゴム付き ●台：杉
●加工方法：焼塗り ●名入れ：不可

NH-734-J

焼塗サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5 cm
●バンド：布 ●底：ゴム付き ●台：杉
●加工方法：焼塗り ●名入れ：不可

長浜木履工場
NAGAHAMA MOKURI
SINCE 1949

NH-771-L

桐焼磨サンダル

●サイズ：24.0cm ●バンド：布
●底：ゴム付き ●台：桐
●加工方法：焼磨き ●名入れ：レーザー

NH-734-B

焼塗サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5 cm
●バンド：合皮 ●底：ゴム付き ●台：杉
●加工方法：焼塗り ●名入れ：不可
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NH-771-M

桐焼磨サンダル

●サイズ：24.0cm ●バンド：合皮
●底：ゴム付き ●台：桐
●加工方法：焼磨き ●名入れ：レーザー

NH-734-C

焼塗サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5 cm
●バンド：合皮 ●底：ゴム付き ●台：杉
●加工方法：焼塗り ●名入れ：不可

NH-734-A

焼塗サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5 cm
●バンド：合皮 ●底：ゴム付き ●台：杉
●加工方法：焼塗り ●名入れ：不可

NH-734-D

焼塗サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5 cm
●バンド：布 ●底：ゴム付き ●台：杉
●加工方法：焼塗り ●名入れ：不可

NH-734-K

焼塗サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5 cm
●バンド：布 ●底：ゴム付き ●台：杉
●加工方法：焼塗り ●名入れ：不可

NH-733-A

焼塗サンダル

●サイズ：24.0cm ●バンド：合皮
●底：ゴム付き ●台：杉 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：不可

NH-734-L

焼塗サンダル

●サイズ：24.0 / 25.5 cm
●バンド：布 ●底：ゴム付き ●台：杉
●加工方法：焼塗り ●名入れ：不可

NH-733-B

焼塗サンダル

●サイズ：24.0cm ●バンド：合皮
●底：ゴム付き ●台：杉 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：不可

〈ロゴマークデザイン意図 〉

人の手仕事と花緒。
伝統工芸士が伝える日本の文化。

NH-733-C

焼塗サンダル

●サイズ：24.0cm ●バンド：合皮
●底：ゴム付き ●台：杉 ●加工方法：焼塗り
●名入れ：不可

※焼塗サンダルは杉をメインで製造しておりますが、木材の仕入れ状況によって桧を使用することがございます。
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