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クロックス・ジャパン合同会社

寒い冬でも足どり軽くて暖かい

新コレクション「ファズ・ラブ」
クロッグからブーツまで多彩なラインナップが順次登場！

“Find Your Fun”をブランドテーマにあらゆるライフスタイルに合った豊富なラインナップを展開
する、カジュアルフットウェアブランドのクロックス・ジャパン（東京都世田谷区、代表 兼 バイスプ
レジデント：藤田守哉） は、ふかふかのライニングで足を暖かく包みこむ新コレクション「ファズ・
ラブ」を、全国のクロックス直営店、クロックスオンラインショップ、一部のクロックス取扱店に
て8月中旬より順次発売を開始いたしました。
インナーにライニングを搭載し、冬の寒い時期にぴったりの、クロッグからブーツまで幅広い
スタイルが登場。注目は、女性のために開発され、アメリカで大好評となった「フリーセイル」。
毛足が短いライニングとスリムなデザインで、外でも室内でも活躍する一足が日本に上陸しま
す。また、ユニセックスモデルから、昨年の秋冬モデルで好評だった「ブリッツェン」シリーズ
の、クロッグとブーツの2WAYで楽しめる「ブリッツェン ラックス コンバーチブル クロッグ」
がアップデート。同モデルは、キッズモデルも展開予定なので、親子お揃いでお楽しみいただ
けます。他にも、メンズ、ウィメンズ、キッズそれぞれのスタイルにぴったりのブーツがライン
ナップ。クロックスの独自素材「クロスライト™」や「カラーライト™」を使用することで超軽量
を実現。重くなりがちな冬の装いの中、足元を軽やかに、寒くなるのが待ちきれない、うれしい
ラインナップです。
冬のさまざまなスタイルに合わせられる多彩なラインナップの中からお気に入りの一足を是非
見つけてください。
報道関係の
皆様からの
お問合せ先
一般の
お客様からの
お問合せ先

クロックス・ジャパンPR事務局 ㈱プラップジャパン内 担当：本間、岡部・吉川
TEL : 03-4570-3170 (10:00-18:00 土日祝日を除く) FAX : 03-4580-9127
E-mail : crocspr@ml.prap.co.jp
※本リリースに掲載されている商品のサンプル貸出や画像データをご入用の際もお問い合わせください。
※発売スケジュール、取扱店舗は変更となる場合があります。ご掲載の際に確認いただけますようお願い
いたします。

【クロックス カスタマーサポート】TEL : 0120-55-9694 (9:00-18:00 土日祝日を除く)
【公式オンラインショップ】http://www.crocs.co.jp/
【公式サイト】http://company.crocs.co.jp/

fuzz love 商品情報 −ユニセックス−

blitzen luxe convertible clog
new

ブリッツェン ラックス コンバーチブル クロッグ ¥5,900（税抜）
サイズ ／ 22㎝∼29㎝
カラー ／ 3色
発売日 ／ 2015年9月中旬（予定）
クロッグとブーツの2WAYが楽しめるクロッグ。より柔らかな
ライニングでアップデート。「クロスライト™」素材を使用し、
超軽量と快適な履き心地を実現。
アウトソールはラバー付きで、歩きやすさと耐久性を向上。

black/black

navy/smoke

espresso/clay

blitzen 2.0 clog

new
color

ブリッツェン 2.0 クロッグ ¥4,743（税抜）
サイズ ／ 22㎝∼29㎝
カラー ／ 6色
発売日 ／ 2015年9月中旬（予定）
ブリッツェンを快適にアップデート。「クロスライト™」素材を全面採用
し、超軽量と快適な履き心地を実現した、秋冬用クロッグスタイル。ふか
ふかのライニングで秋冬も足もとを暖かく。ライニングはスナップボタ
ン付きで、取り外して手洗いが可能。

burgundy/clay
new
color

black/black

espresso/espresso

dusty olive/clay

khaki/espresso

pearl pink/smoke

blitzen 2.0 animal print clog
ブリッツェン 2.0 アニマル プリント クロッグ ¥4,900（税抜）
サイズ ／ 22㎝∼29㎝
カラー ／ 4色
発売日 ／ 2015年9月中旬（予定）
ブリッツェンのアニマルライニングバージョン。 「クロスライト™」
素材を全面採用し、超軽量と快適な履き心地を実現した、秋冬用クロッ
グスタイル。ふかふかのライニングで秋冬も足もとを暖かく。ライニング
はスナップボタン付きで、取り外して手洗いが可能。

platinum/black
new
color

onyx/gold

pewter/chai

pearl pink/stucco
(22∼27cm)

fuzz love 商品情報 −キッズ−

blitzen luxe convertible clog kids
ブリッツェン ラックス コンバーチブル クロッグ キッズ ¥4,900（税抜）
サイズ ／ 14㎝∼21㎝
カラー ／ 3色
発売日 ／ 2015年9月中旬（予定）

new

クロッグとブーツの2WAYが楽しめるクロッグのキッズモデル。
より柔らかなライニングでアップデート。「クロスライト ™ 」
素材を使用し、超軽量と快適な履き心地を実現。
アウトソールはラバー付きで、歩きやすさと耐久性を向上。

espresso/clay

navy/black

candy pink/nautical navy

crocs ColorLite™ boot GS

new
color

クロックス カラーライト™ ブーツ GS ¥4,900（税抜）
サイズ ／ 19.5㎝∼24㎝
カラー ／ 4色
発売日 ／ 2015年8月中旬
柔らかくしなやかな「カラーライト™」素材で鮮やかな発色、
さらなる軽さ、そしてレザーのような質感を実現。内側全面に
張られたボアで暖かく、ソフトな履き心地の秋冬にぴったりな
ブーツのジュニアモデル。ヒールループを採用した履き口で、
お子様の簡単な着脱をサポート。「クロスライト ™ 」素材を
ベースに使用し、超軽量と快適な履き心地も確保。
tumbleweed/oatmeal
new
color

black/black

navy/tumbleweed

wild orchid/oatmeal

fuzz love 商品情報 −ウィメンズ−

crocs freesail lined clog w

new

クロックス フリーセイル ラインド クロッグ ウィメン ¥3,900（税抜）
サイズ ／ 21㎝∼25㎝
カラー ／ 4色
発売日 ／ 2015年9月上旬
女性のためにデザインされたスリムですっきりとしたシルエット。
やわらかいライニングで暖かく快適。 「クロスライト™」素材を使
用し、超軽量と快適な履き心地を実現。着脱も簡単。

wild orchid/oatmeal

black/black

espresso/espresso

crocs ColorLite™ mid boot w

navy/charcoal

new

クロックス カラーライト™ ミッドブーツ ウィメン ¥9,400（税抜）
サイズ ／ 21㎝∼25㎝
カラー ／ 3色
発売日 ／ 2015年9月上旬
柔らかくしなやかな「カラーライト ™」素材で鮮やかな発色、さら
なる軽さ、そしてレザーのような質感を実現。フワフワのライナー
で暖かく快適。フッドヘッドは着脱可能。「クロスライト ™」素材
をミッドソールとアウトソールで超軽量と快適な履き心地を提供。
black/black

mahogany/mahogany

khaki/espresso

fuzz love 商品情報 −メンズ−

crocs cobbler 2.0 boot men
クロックス コブラー 2.0 ブーツ メン ¥9,400（税抜）
サイズ ／ 25㎝∼29㎝
カラー ／ 2色
発売日 ／ 2015年8月中旬

new
color

トリミングにレザーを使い、重厚感のあるデザインながら、
「クロスライト™」素材をベースに使用し、超軽量で快適な履き
心地のブーツ。アッパーも合成皮革だから、お手入れも簡単。

navy/stucco

mahogany/stucco

