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報道関係各位

クロックス・ジャパン合同会社

クロックス ゴルフ ウィズ ハンク・ヘイニー コレクション
2014春夏モデル 新登場！

カジュアルライフスタイル 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、 Find Your Fun を2014年のブランドテーマに
掲げ、豊富なラインナップから選んだお気に入りのクロックスシューズを履いていただくことで、
皆様のライフスタイルが少し大胆で、毎日を自分らしくエンジョイしていただけることを願い、
新商品を展開して参ります。2014年3月下旬からは、クロックス ゴルフ ウィズ ハンク・ヘイ
ニーコレクションに新モデルが登場。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順次発売を開始致します。
2012年に国際的に有名なゴルフインストラクターであるハンク・ヘイニー氏との共同開発によ
り生まれたクロックスのゴルフコレクションは、コース内外で着用可能なデザイン性と設計が特
徴です。随所にヘイニー氏のこだわりを取り入れ、足への負担を軽減する快適性、プレー時に重
要となる安定性、屈曲性を備え、最大限のパフォーマンスを発揮できるようデザインされています。
2014年春夏モデルとして今回新登場するのはメンズ3モデル、ウィメンズ3モデルの計6モデル。
クロックス独自の「クロスライト」素材とTPU素材を波型に組み合わせた全く新しい形状のアウ
トソールによって、安定感、柔軟性、グリップ感が更に進化しました。インソールには透湿性の
あるマイクロファイバーを付属した肉厚の「クロスライト」素材を採用。グリーンを歩き回って
も疲れない、クロックスならでは抜群の履き心地を実現しています。デザインもよりカラフルに、
バリエーション豊かになったクロックス ゴルフ ウィズ ハンク・ヘイニーコレクションの2014
年春夏モデルから、お気に入りの一足をお選びください。

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：杉江・平松・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/

クロックス ゴルフ ウィズ ハンク･ヘイニー 商品特性
●アッパー
快適なフィット感と安定
感をもたらす厚めのヒー
ルカウンター

スポーツシーンに快適な
フィット感をもたらすフラッ
トタイプのシューレース

通気性に優れたメッシュパターン
（drayden 2.0）や防水性のある素材
（karlson/karlene golf shoe）などゴル
フシーンに最適なマテリアルを採用

●アウトソール
快適性をもたらす「クロスラ
イト」素材のアウトソールは、
柔軟性をもたらし力を分散さ
せやすくする波型パターン。

芝生にも優しく、軽量で
しっかりとしたグリップ
をもたらすTPUスパイク
レスアウトソール

快適な歩行をもたらすた
め、ナチュラルブレイク
ポイントにTPUを外した
仕様

軽量で快適な履き心地の「クロ
スライト」素材のアウトソール。
バンカーでも優れた安定感をも
たらすピラミッドパターンで、
グリップもしっかり。
ショット時の張力への
耐久性をもたらす、つ
ま先をカバーするTPU
パーツ

ショット時の安定
性をもたらす外側
側面のTPUパーツ

●インソール
前足部には透湿性のあ
るマイクロファイバー
を採用し、安定感のあ
る快適な履き心地

厚みのある「クロ
スライト」素材を
ヒールに採用。極
上の快適さを確保。

クロックス ゴルフ ウィズ ハンク･ヘイニー 商品情報 −メンズー

drayden 2.0

new

ドレイデン 2.0 ¥8,552 （税抜）
サイズ ／ 25㎝〜31㎝（half size）
カラー ／ 4色
発売日 ／ 2014年3月下旬（予定）
ハンク・ヘイニーと共同開発。アッパーにフルグレインレザーと
メッシュを採用し通気性を高めたスタイル。フットベッドとミッド
ソールに「クロスライト」素材を採用し、足入れ時に極上の快適性
を提供するとともに、軽量化を実現。全方向をサポートする新しい
TPUソフトスパイクと「クロスライト」素材のハイブリッドアウト
ソールで最高のグリップと歩きやすさを提供。

charcoal/ocean

white/true red

black/volt green

navy/silver

preston 2.0 golf shoe men
プレストン 2.0 ゴルフ シュー メン ¥9,505 （税抜）
サイズ ／ 25㎝〜31㎝（half size）
カラー ／ 4色
new
発売日 ／ 2014年3月下旬（予定）
ハンク・ヘイニーと共同開発。アッパーに耐水性のレザーを採用し
たクラシカルサドルスタイル。フットベッドとミッドソールに「ク
ロスライト」素材を採用し、足入れ時に極上の快適性を抵抗。全方
向をサポートする新しいTPUソフトスパイクと「クロスライト」素
材のハイブリッドアウトソールで最高のグリップと歩きやすさを提
供。

black/ocean

white/black

karlson golf shoe men

charcoal/pumpkin

espresso/walnut

new

カールソン ゴルフ シュー メン ¥12,362 （税抜）
サイズ ／ 25㎝〜31㎝（half size）
カラー ／ 2色
発売日 ／2014年3月下旬（予定）
ハンク・ヘイニーと共同開発。ブーティ状の防水シートを内側
に縫い込んだレザーアッパーの防水型モデル。ミッドソールに
EVA、フッドベッドに「クロスライト」素材を採用し、足入れ
時に極上の快適性を提供。マルチなグリップ力を発揮するTPU
アウトソールは、コース内外で活躍。
※完全防水ではありません。ご使用の際はご注意ください。
white/true red

防水
仕様
black/electric blue

クロックス ゴルフ ウィズ ハンク･ヘイニー 商品情報 −ウィメンズー

drayden golf shoe w

new

ドレイデン ゴルフ シュー ウィメン ¥8,552 （税抜）
サイズ ／ 20㎝〜27㎝（half size）
カラー ／ 1色
発売日 ／ 2014年3月下旬（予定）
ハンク・ヘイニーと共同開発。アッパーにフルグレインレザー
とメッシュを採用し通気性を高めたスタイル。フットベッドと
ミッドソールに「クロスライト」素材を採用し、足入れ時に極
上の快適性を提供するとともに、軽量化を実現。全方向をサ
ポートする新しいTPUソフトスパイクと「クロスライト」素
材のハイブリッドアウトソールで最高のグリップと歩きやすさ
を提供。

brayden 2.0 golf shoe w

black/burst

new

ブレイデン 2.0 ゴルフ シュー ウィメン ¥9,505 （税抜）
サイズ ／ 20㎝〜27㎝（half size）
カラー ／ 3色
発売日 ／ 2014年3月下旬（予定）
ハンク・ヘイニーと共同開発。フルグレイン素材を採用した
フェミニンなシルエットのスニーカースタイル。フットベッ
ドとミッドソールに「クロスライト」素材を採用し、足入れ
時に極上の快適性を提供、全方向をサポートする新しいTPU
ソフトスパイクと「クロスライト」素材のハイブリッドアウ
トソールで最高のグリップを提供。

black/gold

khaki/red

white/silver

karlene golf shoe w
カーリーン ゴルフ シュー ウィメン ¥12,362 （税抜）
サイズ ／ 20㎝〜27㎝（half size）
カラー ／ 2色
発売日 ／2014年3月下旬（予定）

new

ハンク・ヘイニーと共同開発。ブーティ状の防水シートを
内側に縫い込んだレザーアッパーの防水型モデル。ミッド
ソールにEVA、フッドベッドに「クロスライト」素材を
採用し、足入れ時に極上の快適性を提供。全方向をサポー
トする新しいTPUソフトスパイクと「クロスライト」素材
のハイブリッドアウトソールで最高のグリップと歩きやす
さを提供。
※完全防水ではありません。ご使用の際はご注意ください。

pewter/sea foam

防水
仕様
black/fuchsia

ハンク・ヘイニー（Hank Haney）プロフィール
世界で主要なゴルフプロインストラクターとして知られている
ハンク・ヘイニー氏は、スポーツイベントマーケティング企業
オクタゴンに所属。
ヘイニーは、PGA並びにLPGA、チャンピオンズツアー、
ヨーロピアンツアー、日本ツアー、オーストラリアツアー、
アジアツアーなどのツアーに参加した200名以上のプロゴ
ルファーのインストラクターとして活躍。プロ、アマ、ジュ
ニアゴルフなどすべての主要な大会の優勝選手に彼の手がけ
た選手の名が並びます。
現在は、米国で最高視聴率を誇るオリジナルエンターテイメント番組「ザ・ヘイニー・プロ
ジェクト(The Haney Project) 」のホストを務める。これまでゴルフレッスンに関する4冊の
著書と14本のDVD制作の他、約35年のキャリアを通して4万回以降のレッスンを主催。
また、サウスカロライナ州ヒルトンヘッドのハンク・ヘイニーインターナショナル・ジュニ
ア・ゴルフ・アカデミーのインストラクションディレクターを務め、中国の海南島のザ・ハン
ク・ヘイニーミッションヒルズ・アカデミーを運営。米テキサス州の4ヵ所のゴルフ施設を所
有および運営するハンク・ヘイニー・ゴルフ社のプレジデントを務める。

