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ＳＸ3層底は、独立懸架方
式（サスペンションシステ
ム）を搭載した靴底です。
障害物を踏んだ際には、ク
リートが動き、衝撃を吸収
し接地面積を最大化。安
定感に優れ、地面に力を
伝えやすく、グリップ力も発
揮します。

ミッドソール

アウトソール

ワイドACM樹脂先芯を採
用し足あたりを軽減。アジア
人の足型に多いオブリーク
調靴型を採用。

異質の素材である「ＳＸラバー」と、「ＳＸ高機能樹脂」もしく
は「ＳＸウレタン」を組み合わせ、各素材の優位点を活かし
た3層構造の靴底。シモンのテクノロジーの集大成である
SX3層底は、優れた「安全」と「快適」を提供致します。

独立懸架方式
SUSPENSION SYSTEM

フレームソール

足へのショックを和らげる
「ＳＸ高機能樹脂」もしくは
「ＳＸウレタン」※
※シリーズもしくはモデルにより使
用する素材が異なります。

独立懸架方式で床面を
グリップする「SXラバー」

アウトソールを支え、安定
性を保つ「ＳＸラバー」

つま先のあたりが
少ない形状

靴底からの伝熱に対して足
を保護する「高温耐熱性
能」を有します。

高温耐熱性能

甲被と靴底の接合部分から
の各種液体の浸入を防ぎ、
障害物にぶつけた場合に衝
撃を和らげます。

プロテクトライン

油・薬品※への耐久性を有し
ています。※あらゆる薬品に対し
て耐久性を有するものではありま
せん。

耐油・耐薬品性能

ミッドソールは、加水分解せず長期間の保存に強い
SX高機能樹脂を採用※し、アウトソールには耐摩耗
性を備えたSXラバーを使用しています。
※シリーズによりSXウレタン採用。

高耐久

シモンの「ＳＸ３層底Ｆソール」は、歩
行時の重心移動に着目し、足が着く
瞬間から地をとらえる耐滑性と、ス
ムーズで安定した歩行を両立した
画期的な安全靴です。障害物を踏
む等の不安定な状況においてもグ
リップ力を発揮する［ＳＸ３層底］に
加え、より安全に快適にするための
機能［５つのＦ］を備えています。

未体験の履き心地

JIS規格の安全性に、様々なワークシーンに応える安全性と快適性をプラス。
高機能ながら軽く、弾むようなクッション性。

FINENESS　高品質

JIS規格の耐滑性（F）、独立行政法人　労働安全衛生総合研究所「安全靴・
作業靴技術指針」の等級（区分4）をクリアした、耐滑性。履き始めから耐滑性を
発揮し効果が持続。

FRICTION　耐滑性

接地面積が大きく安定感に優れるフラットソールを採用。
片足34個のクリートが多様な動作に対して、常に接地面積を最大化。

FLAT SOLE　フラットソール

柔軟性に優れ、軽やかなフットワークを実現。

FLEXIBILITY　柔軟な靴底

甲周りのホールド感が特長の新設計のアッパーデザイン。
土踏まずから足裏の中心にかけて、足裏をしっかり持上げ
圧力を分散する、「ゆりかご」の様な快適性を実現したクレ
イドル・インソール。

FIT　装着感

障害物を踏む等の不安定になる状況
においても、グリップ力を発揮するサ
スペンションシステムを搭載。
「SX3層底」はユーザーの安全と快適
を第一に考えて作られた靴底です。

ハイレベルな
安全性と快適性

適度なヒールの高さが足圧をバランスよく分散。また、中底
のアーチ部を支えるシャンクが内蔵され、体重がかかっても
靴のアーチ部が下がらず快適な履き心地をサポートします。

かかとへの足圧を分散する「ヒールタイプ」

様々な形状の安全靴の他、静電靴や甲プロテクタ付安全
靴、耐熱作業用などのモデルを有し、多数の採用実績があ
ります。

多彩なバリエーション

非対称パターン、ダイヤ型クリートが複雑な動きに対して
縦、横、斜めの滑りを防止。

グリップ力に優れた
「ダイヤ型クリート・非対称パターン」

▼

非対称パターン

▲
ダイヤ型クリート
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SL22-R黒／赤 NEW
標準価格：23,200円
商品コード：1700240
標準重量：945g

SL11-R黒/赤 NEW
標準価格：20,300円
商品コード：1700210
標準重量：840g

SL22-BL黒／ブルー NEW
標準価格：23,200円
商品コード：1700250
標準重量：945g

SL22-B黒／茶 NEW
標準価格：23,200円
商品コード：1700260
標準重量：945g

シモンライトシリーズ
グッドデザイン・ロングライフデザイン賞受賞

SL11-BL黒／ブルー NEW
標準価格：20,300円
商品コード：1700220
標準重量：840g

SL11-B黒／茶 NEW
標準価格：20,300円
商品コード：1700230
標準重量：840g

加水分解しない靴底
ミッドソールにＳＸ高機能樹脂を採用

持続する靴の中のさわやかさ
内装材に消臭・抗菌防臭加工

「最高品質の」安全性と快適性を実現したＳＸ３層底Ｆソールのフラッグシップモデル。

シモンライトシリーズ

シリーズ
共通仕様

規　格：ＪＩＳ Ｔ ８１０１革製Ｓ種＜普通作業用＞ＥＦ合格
サイズ：２３．５～２８．０ｃｍ（ＥＥＥ）
甲　被：高級牛革（ソフト）
先　芯：ワイドＡＣＭ樹脂先芯
靴　底：ＳＸ３層底Ｆソール

加水分解しない
SX高機能樹脂

加水分解しない
SX高機能樹脂

加水分解しない
SX高機能樹脂

加水分解しない
SX高機能樹脂

加水分解しない
SX高機能樹脂

加水分解しない
SX高機能樹脂
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WS11 黒
標準価格：13,400円
商品コード：1700010

（S1700011）（K1700012）
甲被：牛革＋メッシュ
標準重量：800g

※S印の商品については22～23cmの用意があります。　※K印の商品については29、30cmの用意があります。（別途料金）

加水分解しない
SX高機能樹脂

加水分解しない
SX高機能樹脂

WS33 C付 NEW
標準価格：19,300円
商品コード：1700320
標準重量：1055g

加水分解しない
SX高機能樹脂

WS38 黒 NEW
標準価格：19,300円
商品コード：1700330
標準重量：1125g

優れた耐滑性と快適性  “もっと歩きたくなる安全靴”。ＳＸ３層底Ｆソールのベーシックモデル。

ウオーキングセフティ シリーズ

シリーズ
共通仕様

規　格：ＪＩＳ Ｔ ８１０１革製Ｓ種＜普通作業用＞ＥＦ合格
サイズ：２3．5～２８．０ｃｍ（ＥＥＥ）
甲　被：牛革（型押ソフト）
先　芯：ワイドＡＣＭ樹脂先芯
靴　底：ＳＸ３層底Ｆソール

WS44 黒 NEW
標準価格：19,100円
商品コード：1700340
標準重量：1005g

加水分解しない
SX高機能樹脂

ＷＳ11黒静電靴
規格：JIS T 8103 ED-P/C3/革製/SEF合格
標準価格：14,200円
商品コード：1700050（K1700052）
標準重量：800g

加水分解しない
SX高機能樹脂

シモンインソール 005
［サイズ目安］　 S：22.0～23.0　M：23.5～25.0  

L：25.5～27.0　LL：27.5～30.0 cm
●足腰へのストレスを軽減する抜群のクッション性とフィット感。
●アーチ・サポートが土踏まずを中心に、足裏をしっかりサポートし圧力を分散。
●  メタタルザル（中足骨）・サポートで足の横アーチを低下から守り、適正な状態で支え、
足の踏ん張りがきく。
●抗菌・防臭加工を施しています。
●ヒールカップでかかとを包み込み、高い衝撃吸収性とホールド感を実現。
●  静電気帯電防止性能のある安全靴/作業靴の交換用インソールとして使用できます。
標準価格 オープン価格　商品コード 2229130　●サイズ：S・M・L・LL

表側

裏側
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8611白／ブルー NEW
標準価格：16,700円
商品コード：1700270
標準重量：820g

SS11黒
標準価格：13,000円
商品コード：1823360
（Ⓚ 29cm 1823362・30cm 1823369）
標準重量：800g

8611ダークグレー NEW
標準価格：16,700円
商品コード：1700280
標準重量：820g

8611黒 NEW
標準価格：16,700円
商品コード：1700290
標準重量：820g

SS11紺
標準価格：13,000円
商品コード：1823500
標準重量：800g

SS11茶
標準価格：13,000円
商品コード：1823490
標準重量：800g

8600シリーズ
グッドデザイン賞受賞

フィット感と通気性に優れる“銀付牛革”を採用した軽快でスポーティなデザイン。

ＳＸ３層底の基本性能をしっかり網羅した基本モデル。静電靴、甲プロテクタ付など様々なタイプに対応。

シモンスターシリーズ

シリーズ
共通仕様

規　格：ＪＩＳ Ｔ 8101革製Ｓ種＜普通作業用＞Ｅ合格
サイズ：23.5～28.0cm（EEE）
甲　被：牛革（型押ソフト）
先　芯：ワイドＡＣＭ樹脂先芯
靴　底：ＳＸ３層底

※Ⓚ印の商品については29、30cmの用意があります。（30cmのみ別途料金）

8600
シリーズ

シリーズ
共通仕様

規　格：ＪＩＳ Ｔ ８１０１革製Ｓ種＜普通作業用＞ＥＦ合格
サイズ：２３．５～２８．０ｃｍ（ＥＥＥ）
甲　被：銀付牛革
先　芯：ワイドＡＣＭ樹脂先芯
靴　底：ＳＸ３層底Ｆソール

加水分解しない
SX高機能樹脂

加水分解しない
SX高機能樹脂

加水分解しない
SX高機能樹脂
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SS33黒
標準価格：17,900円
商品コード：1823380
（Ⓚ 29cm 1823382・30cm 1823389）
標準重量：1,025g

SS33 C付
標準価格：19,300円
商品コード：1823550
（Ⓚ 29cm 1823552・30cm 1823559）
標準重量：1,055g

SS38黒
標準価格：19,300円
商品コード：1823560
（Ⓚ 29cm 1823562・30cm 1823569）
標準重量：1,125g

SS44黒
標準価格：18,900円
商品コード：1823390
（Ⓚ 29cm 1823392・30cm 1823399）
標準重量：1,005g

SS22黒
標準価格：15,200円
商品コード：1823370
（Ⓚ 29cm 1823372・30cm 1823379）
標準重量：890g

共通仕様

規格：JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E合格
サイズ：23.5～28cm（EEE）
甲被：牛革（型押ソフト）
先芯：ワイドACM樹脂先芯
靴底：SX3層底

曲げやすい
切り込み加工

曲げやすい
切り込み加工

曲げやすい
切り込み加工

内側当革付

※Ⓚ印の商品については29、30cmの用意があります。（30cmのみ別途料金）

外チャック付

SS11BV
標準価格：14,000円
商品コード：1823570
標準重量：840g

SS18BV
標準価格：14,000円
商品コード：1823580
（Ⓚ 29cm 15,900円 1823582・30cm 1823589）
標準重量：860g
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8511黒
標準価格：13,600円
商品コード：1823310

（K1823312）
標準重量：800g

8522黒
標準価格：16,300円
商品コード：1823320
（K1823322） 
標準重量：885g

8538黒
標準価格：20,300円
商品コード：1823340
（K1823342） 
標準重量：995g

8533黒
標準価格：20,300円
商品コード：1823330
（K1823332） 
標準重量：1,005g

8544黒
標準価格：20,600円
商品コード：1828020
標準重量：1,075g

抜群の通気性
一般的な牛革に比べて５倍の透湿性
を誇る銀付牛革を採用　
※8512 黒／グレー、8518 赤／黒は除く

靴の中への異物浸入を防止
袋ベロの採用で異物浸入を防止
※8512 黒／グレー、8518 赤／黒は除く

曲げやすい
切り込み加工

曲げやすい
切り込み加工

内側当革付

ワンランク上の履き心地。通気性、フィット感を追求した高機能安全靴。

トリセオシリーズ

シリーズ
共通仕様

規　格：ＪＩＳ Ｔ 8101革製Ｓ種＜普通作業用＞Ｅ合格
サイズ：23.5～28.0cm（EEE）
甲　被：銀付牛革
先　芯：ワイドＡＣＭ樹脂先芯
靴　底：ＳＸ３層底

※K印の商品については29、30cmの用意があります。（別途料金）　

8511ブルー
標準価格：14,700円
商品コード：1823350
標準重量：800g

8511DX
標準価格：14,500円
商品コード：1827010
標準重量：840g

8512黒／グレー
標準価格：15,600円
商品コード：1827870
甲被：牛革（スムース仕上）
標準重量：840g

8518赤／黒
標準価格：15,600円
商品コード：1827880
甲被：牛革（スムース仕上）
標準重量：870g

外チャック付

外チャック付

火花に強い
縫製糸コーネックス®

加水分解しない
SX高機能樹脂
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7500シリーズ
グッドデザイン・ロングライフデザイン賞受賞

7511黒
標準価格：10,100円
商品コード：1122490（K1122492）
標準重量：800g

7511ブラウン
標準価格：11,000円
商品コード：1122530
標準重量：800g

7511グレー
標準価格：11,200円
商品コード：1122540
標準重量：800g

7518BV
標準価格：12,200円
商品コード：1123250
標準重量：840g

7511BV
標準価格：11,800円
商品コード：1123240
標準重量：800g

軽量
合成ゴム底に比べ、約３０％の大幅な
軽量化※当社製品比

優れたクッション性と耐摩耗性
高発泡と低発泡のポリウレタンを採用し、
優れたクッション性と耐摩耗性を両立

快適性能
液体の浸入を防ぐプロテクトライン/つまずきを防
止するトゥスプリング/荷重を分散するバランス設計

優れた屈曲性
屈曲性と柔軟性に富み、軽快なフットワー
クを実現。

ゴム底安全靴

ポリウレタン
2層底安全靴

7500／ECOACE／1500／AA／BZ／EL series
シモンの発泡ポリウレタン２層底は高発泡のミッドソールが足あたりの優しさと共に、クッション性を確保。低発泡の
硬質ウレタン製アウトソールは、ミッドソールのクッション性を活かしつつ、外傷に強く耐摩耗性にも優れています。

※K印の商品については29、30cmの用意があります。（別途料金）

JIS規格の耐滑性（F）をクリアした、滑りにくさに加え、履きやすさ、快適さを追求し続けるロングセラー安全靴。

7500
シリーズ

シリーズ
共通仕様

規　格：ＪＩＳ Ｔ 8101革製Ｓ種＜普通作業用＞ＥＦ合格
サイズ：23.5～28.0cm（EEE）
甲　被：牛革（型押ソフト）
先　芯：ワイドＡＣＭ樹脂先芯
靴　底：発泡ポリウレタン２層底

在庫限り
販売終了製品
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7544黒
標準価格：14,500円
商品コード：1122520（K1122522）
標準重量：1,005g

7533黒
標準価格：14,300円
商品コード：1122510（K1122512）
標準重量：1,025g

7538黒
標準価格：14,500円
商品コード：1123220（K1123222）
標準重量：1,055g

7522黒
標準価格：12,000円
商品コード：1122500（K1122502）
標準重量：890g

7500
シリーズ

7513黒
標準価格：10,100円
商品コード：1123840（K1123842）
標準重量：810g

7517黒
標準価格：10,500円
商品コード：1122550
標準重量：840g

7518黒
標準価格：11,800円
商品コード：1122560
標準重量：890g

［7513黒］ 
シモン・フィッティング・システム（SFS）
３方向から包み込むフィッティングにより歩行時の
足のブレによる疲労感、ストレスを軽減。
安全性・快適性をさらにアップしています。

※K印の商品については29、30cmの用意があります。（別途料金）　

曲げやすい
切り込み加工

曲げやすい
切り込み加工

内側当革付
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ECOACEシリーズ
グッドデザイン賞受賞

ECO11黒
標準価格：13,600円
商品コード：1321240
標準重量：800g

ECO44黒
標準価格：18,400円
商品コード：1321280
標準重量：995g

ECO22黒
標準価格：15,400円
商品コード：1321260
標準重量：885g

1522
標準価格：10,600円
商品コード：1620060
標準重量：890g

1544
標準価格：13,000円
商品コード：1620080
標準重量：1,015g

1533
標準価格：12,600円
商品コード：1620070
標準重量：1,025g

1511
標準価格：8,500円
商品コード：1620050
標準重量：800g 

使用後の焼却処分を可能にした地球環境に優しい安全靴と保護靴。

シリーズ

シリーズ
共通仕様

規　格：ＪＩＳ Ｔ 8103 ED-P/C3/革製/ＳＥＦ合格
サイズ：23.5～28.0cm（EEE）
甲　被：牛クロムフリーレザー
先　芯：ワイドＡＣＭ樹脂先芯
靴　底：発泡ポリウレタン２層底

靴底に発泡ポリウレタンを採用し、牛本来の優しい風合いを大切にしたスムース調牛革製の安全靴。

1500
シリーズ

シリーズ
共通仕様

規　格：ＪＩＳ Ｔ 8101革製Ｓ種＜普通作業用＞Ｅ合格
サイズ：23.5～28.0cm（EEE）
甲　被：牛革（スムース仕上）
先　芯：ＡＣＭ樹脂先芯
靴　底：発泡ポリウレタン２層底

ECO12黒
規格：ＪＩＳ Ｔ 8101革製Ｓ種＜普通作業用＞ＥＦ合格
標準価格：14,100円
商品コード：1321250
標準重量：800g

ECO18白
規格：JIS T 8103 ED-O/C3/人工皮革製/SE合格
標準価格：13,400円
商品コード：1340490
甲被：ペットボトル再生人工皮革
標準重量：760g

在庫限り
販売終了製品

在庫限り
販売終了製品

在庫限り
販売終了製品

在庫限り
販売終了製品

在庫限り
販売終了製品
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AA11
標準価格：8,500円
商品コード：1610270
標準重量：800g 

AA28
標準価格：10,800円
商品コード：1341320
標準重量：930g

AA11BV
標準価格：9,200円
商品コード：1340970
甲被：牛革（ベロア）
標準重量：860g

AA18BV
標準価格：9,400円
商品コード：1340980
甲被：牛革（ベロア）
標準重量：880g

AA33
標準価格：12,600円
商品コード：1610290
標準重量：1,030g

AA44
標準価格：13,000円
商品コード：1610300
標準重量：1,030g

BZ11黒
標準価格：11,300円
商品コード：1340990
標準重量：830g

BZ11白
標準価格：11,300円
商品コード：1341000
標準重量：830g

AA22
標準価格：10,600円
商品コード：1610280
標準重量：890g

足に優しい履き口クッション付で履き心地抜群。

ジーンズにあわせやすい、デイリーユーズで履きこなせるデザイン。

AA
シリーズ

シリーズ
共通仕様

規　格：ＪＩＳ Ｔ 8101革製Ｓ種＜普通作業用＞Ｅ合格
サイズ：23.5～28.0cm（EEE）
甲　被：牛革（型押ソフト）
先　芯：ＡＣＭ樹脂先芯
靴　底：発泡ポリウレタン２層底

B
ビ ー ズ ィ ー

Z
シリーズ

シリーズ
共通仕様

規　格：ＪＩＳ Ｔ 8101革製Ｓ種＜普通作業用＞Ｅ合格
サイズ：23.5～28.0cm（EEE）
甲　被：牛革（ソフト）　
先　芯：ＡＣＭ樹脂先芯
靴　底：発泡ポリウレタン２層底

10



FD11
標準価格：7,700円
商品コード：2177330
（S2110191、K2110192）
標準重量：1,095g

7617黒
標準価格：10,300円
商品コード：2185990
標準重量：880g

FD22
標準価格：8,900円
商品コード：2120180
（S2120181、K2120182）
標準重量：1,180g

FD33
標準価格：11,800円
商品コード：2130190
（S2130191、K2130192）
標準重量：1,330g

FD44
標準価格：12,200円
商品コード：2140310
（S2140311、K2140312）
標準重量：1,230g

533C01
標準価格：13,000円
商品コード：2170170
標準重量：1,330g

544C02
標準価格：12,600円
商品コード：2170200
標準重量：1,230g

FD44NS
標準価格：12,200円
商品コード：2140320
標準重量：1,230g

7611黒
標準価格：9,900円
商品コード：2185850
標準重量：860g

通気性に優れる銀付牛革を使用した、紳士靴タイプの安全靴。

靴底にニトリルゴム（ＮＢＲ）を採用した、耐薬品・耐油・耐熱性に優れた安全靴。＊あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません。

7600
シリーズ

シリーズ
共通仕様

規　格：ＪＩＳ Ｔ 8101革製L種＜軽作業用＞Ｅ合格
サイズ：23.5～28.0cm（EEE）
甲　被：銀付牛革　
先　芯：鋼製先芯
靴　底：発泡ポリウレタン１層底

FD
シリーズ

シリーズ
共通仕様

規　格：ＪＩＳ Ｔ 8101革製Ｓ種＜普通作業用＞合格
サイズ：23.5～28.0cm（EEE）
甲　被：牛革
先　芯：鋼製先芯
靴　底：合成ゴム１層底

※S印の商品については23cmの用意があります。　※K印の商品については29、30cmの用意があります。（別途料金）

外チャック付外チャック付

在庫限り
販売終了製品

在庫限り
販売終了製品
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7511白静電靴
標準価格：12,000円
商品コード：1122610
甲被：牛革（型押ソフト）
先芯：ワイドACM樹脂先芯
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：800g

7517白静電靴
標準価格：12,400円
商品コード：1122640
甲被：牛革（型押ソフト）
先芯：ワイドACM樹脂先芯
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：840g

7522黒静電靴
標準価格：12,800円
商品コード：1122630
甲被：牛革（型押ソフト）
先芯：ワイドACM樹脂先芯
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：890g

ＡＡ１１静電靴
標準価格：9,100円
商品コード：1341550
甲被：牛革（型押ソフト）
先芯：ACM樹脂先芯
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：800g

7511黒静電靴
標準価格：10,900円
商品コード：1122620（K1122622）
甲被：牛革（型押ソフト）
先芯：ワイドACM樹脂先芯
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：800g

一目瞭然。イエローソール
SX3層底の静電靴は、靴ひもだけでなく底
も黄色の為、管理者も使用者も簡単に着
用を識別できます

人体に帯電した静電気を、靴底を通して常に接地面にアースすることで除電する安全靴。

特定機能付 静電靴
革製

シリーズ
共通仕様

規　格：  ＷＳ・７５００シリーズ　ＪＩＳ Ｔ ８１０３ ＥＤ－Ｐ/Ｃ３/革製/ＳＥＦ合格
ＳＳ・ＡＡ・15シリーズ　ＪＩＳ Ｔ ８１０３ ＥＤ－Ｐ/Ｃ３/革製/ＳＥ合格 
ＦＤシリーズ　ＪＩＳ Ｔ ８１０３ ＥＤ－Ｐ/Ｃ３/革製/Ｓ合格

サイズ：23.5～28.0cm（EEE）

※K印の商品については29、30cmの用意があります。（別途料金）　※Ⓚ印の商品については29、30cmの用意があります。（30cmのみ別途料金）

SS11黒静電靴
標準価格：13,800円
商品コード：1824480
（Ⓚ29cm 1824482・30cm 1824489）
甲被：牛革（型押ソフト）
先芯：ワイドACM樹脂先芯
靴底：SX3層底
標準重量：800g

ＷＳ11黒静電靴
標準価格：14,200円
商品コード：1700050（K1700052）
甲被：牛革＋メッシュ
先芯：ワイドACM樹脂先芯
靴底：ＳＸ３層底Ｆソール
標準重量：800g

SS11白静電靴
標準価格：14,100円
商品コード：1825880
甲被：牛革（型押ソフト）
先芯：ワイドACM樹脂先芯
靴底：SX3層底
標準重量：800g

加水分解しない
SX高機能樹脂

在庫限り
販売終了製品
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FD11静電靴NS
標準価格：8,400円
商品コード：2110230
甲被：牛革
先芯：鋼製先芯 
靴底：合成ゴム1層底
標準重量：1,095g

8818N紺静電靴
標準価格：11,200円
商品コード：1340570
（Ⓢ22、22.5cm 1340573・
23cm 1340571、K1340572）
標準重量：810g

8808白／黒静電靴
標準価格：11,200円
商品コード：1341190
（Ⓢ22、22.5cm 1341193・
23cm 1341191、K1341192）
標準重量：810g

8818N白静電靴
標準価格：11,200円
商品コード：1340560
（Ⓢ22、22.5cm 1340563・
23cm 1340561、K1340562）
標準重量：810g

シモン帯電防止インソール004
標準価格：オープン価格
商品コード：2228030　
サイズ：M・L・LL
サイズ目安：
M / 22.5～24cm（EEE）
L / 24.5～26cm（EEE）
LL / 26.5～28cm（EEE）
出荷単位：10足

●足裏から静電気を逃がす特殊な導電糸を採用
●土踏まず部をしっかりサポートするアーチクッション
●かかと部への衝撃を和らげるEVAクッション付き

表側

裏側

静電気帯電防止機能のある静電靴の中敷取換用インソール。

特定機能付 静電靴
革製

人体に帯電した静電気を、靴底を通して常に接地面にアースすることで除電する安全靴。

特定機能付 静電靴
人工皮革製

シリーズ
共通仕様

規　格：ＪＩＳ Ｔ 8103 ED-O/C3/人工皮革製/SE合格
サイズ：22.0～28.0cm（EEE）
甲　被：人工皮革
先　芯：ＡＣＭ樹脂先芯
靴　底：発泡ポリウレタン２層底

静電靴用インソール

※ このインソール単体は
　静電気帯電防止性能を持っておりますが
　ご使用になる靴が、静電靴でない場合
　靴全体の帯電防止性能は機能しません。

※Ⓢ印の商品については22～23cmの用意があります。　※K印の商品については29、30cmの用意があります。（別途料金）

1511静電靴
標準価格：9,100円
商品コード：1620100
甲被：牛革（スムース仕上） 
先芯：ACM樹脂先芯 
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：800g

在庫限り
販売終了製品
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SS11樹脂甲プロD-6
標準価格：16,800円
商品コード：1825560
（Ⓚ 29cm 1825562・30cm 1825569）
標準重量：920g

SS22樹脂甲プロD-6
標準価格：18,600円
商品コード：1825570
標準重量：1,020g

SS33樹脂甲プロD-6
標準価格：20,900円
商品コード：1825580
標準重量：1,145g

FD11樹脂甲プロD-6
標準価格：10,200円
商品コード：2176870
標準重量：1,245g

着脱式甲プロテクタ
 ※着脱式甲プロテクタはJIS T 8101（安全靴）に規定する性能を有する当社指定安全靴にご使用ください。

FD33樹脂甲プロD-6
標準価格：14,300円
商品コード：2176890 
標準重量：1,480g

FD22樹脂甲プロD-6
標準価格：11,400円
商品コード：2176880
標準重量：1,330g

甲プロD-5
標準価格：オープン価格
商品コード：4140430［一般サイズ］、
 2176930［Lサイズ］
サイズ目安：  一般サイズ26.5cmまで、
 Lサイズ27cm以上

甲プロS-1
標準価格：オープン価格
商品コード：2220200
ステンレス製プロテクタ
甲プロS-1については５セットでの
発注単位とさせていただきます。

樹脂製あるいは鋼製先芯と樹脂製甲プロテクタを搭載。広い範囲で足を保護する安全靴。

アルミニウム製プロテクタ
（牛革被覆タイプ）

※Ⓚ印の商品については29、30cmの用意があります。（30cmのみ別途料金）

特定機能付 甲プロテクタ シリーズ
共通仕様

ＳＳシリーズ 規　格：  ＪＩＳ Ｔ ８１０１ 革製Ｓ種＜普通作業用＞
ＥＭ合格

 サイズ：２３．５～２８．０ｃｍ（ＥＥＥ）
 甲　被：牛革（型押ソフト）
 先　芯：ワイドＡＣＭ樹脂先芯
 靴　底：ＳＸ３層底

ＦＤシリーズ 規　格：  ＪＩＳ Ｔ ８１０１ 革製Ｓ種＜普通作業用＞
Ｍ合格

 サイズ：２３．５～２８．０ｃｍ（ＥＥＥ）
 甲　被：牛革
 先　芯：鋼製先芯
 靴　底：合成ゴム１層底

14



ＪＩＳ規格の安心・安全性能と女性の足にフィットする軽快なデザイン。

女性用安全靴

活動靴（SS22HiX黒フード付き）
標準価格：21,400円
商品コード：1900690
規格：JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉EP合格
サイズ：22～25cm（EEE）
甲被：銀付牛革（防水加工革）
先芯：ACM樹脂先芯 
靴底：SX3層底
標準重量：990g

SS11黒Hiレディース
標準価格：13,800円
商品コード：1900020
規格：JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E合格
サイズ：22～25cm（EEE）
甲被：牛革（型押ソフト）
先芯：ACM樹脂先芯 
靴底：SX3層底
標準重量：710g

WS33HiFR
標準価格：24,400円
商品コード： 1700201（22～23cm）、

1700200（23.5～28cm）
規格：JIS T 8103革製S種＜普通作業用＞SEFP合格　
サイズ：22.0cm～28.0cm（EEE）
甲被：牛革（型押ソフト） 
先芯：ワイドACM樹脂先芯
靴底：SX3層底Ｆソール
標準重量：1,235g

6061黒
標準価格：8,200円
商品コード：2180770
規格：JIS T 8101革製L種〈軽作業用〉合格
サイズ：22～25cm（EEE）
甲被：牛革
先芯：鋼製先芯 
靴底：合成ゴム1層底（NBR）
標準重量：750g

踏抜き防止板内蔵

加水分解しない
SX高機能樹脂

反射材付

踏抜き防止板内蔵

加水分解しない
SX高機能樹脂

反射材付

加水分解しない
SX高機能樹脂

在庫限り
販売終了製品

アイリス
標準価格：11,500円
商品コード：1430750
規格：JIS T 8101革製L種〈軽作業用〉E合格　
サイズ：22～25cm（EEE）
甲被：牛革（ベロア）
先芯：ACM樹脂先芯 
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：620g

EL12黒
標準価格：9,100円
商品コード：1430910
規格：JIS T 8101革製L種〈軽作業用〉E合格　
サイズ：22～25cm（EEE）
甲被：牛革（型押ソフト）
先芯：ACM樹脂先芯 
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：660g

サフラン
標準価格：12,100円
商品コード：1430760
規格：JIS T 8101革製L種〈軽作業用〉E合格　
サイズ：22～25cm（EEE）
甲被：牛革（ベロア）
先芯：ACM樹脂先芯 
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：660g
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活動靴（SS22HiX黒フード付き）
標準価格：21,400円
商品コード：1828770（女性用1900690）
規格：JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉EP合格　
サイズ：23.5～28cm（EEE）、女性用22～25cm（EEE）
甲被：銀付牛革（防水加工革） 
先芯：ワイドACM樹脂先芯
靴底：SX3層底
標準重量：1,120g

シモンインソール003（踏抜き防止板入り）
標準価格：オープン価格
商品コード：2228840
サイズ:SS・S・M・L・LL
サイズ目安/SS: 20～21.5cm、S: 22～23cm、M: 23.5～24.5cm、
L: 25～26cm、LL: 26.5～28cm
● 足裏を釘や金属片からガードするステンレスプレート（0.5mm厚）内蔵。耐踏抜き性能
1,100Ｎ以上
●かかと部に衝撃吸収パッドがついたカップインソール。かかとをしっかりサポート
●抗菌・防臭処理が施されたナイロンメッシュ採用
●男女兼用　SSサイズからのラインナップ

危険な災害現場の救助救援・非常時活動において、足も
との安全を守る安全靴。ＳＸ３層底を搭載し、さらに備蓄
としても最適な機能「加水分解しないSX高機能樹脂」を
靴底に採用。

WS33HiFR
標準価格：24,400円
商品コード：1700201（22～23cm）、

1700200（23.5～28cm）
規格：JIS T 8103革製S種＜普通作業用＞SEFP合格　
サイズ：22.0cm～28.0cm（EEE）
甲被：牛革（型押ソフト） 
先芯：ワイドACM樹脂先芯
靴底：SX3層底Ｆソール
標準重量：1,235g

反射材

丈夫でしなやか
0.5mm厚の
ステンレス
プレート内蔵

フード伸長時

反射材
はっ水フード

表側

裏側

加水分解しない靴底
ミッドソールにＳＸ高機能樹脂を
採用

特 定
機能付

実用新案登録
第3163772号

防災用

踏抜き防止板内蔵

踏抜き防止板内蔵

反射材付

加水分解しない
SX高機能樹脂

加水分解しない
SX高機能樹脂
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FD11OS
標準価格：8,100円
商品コード：2110250
規格：JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉合格
サイズ：23.5～28cm（EEE）
甲被：牛革
先芯：鋼製先芯
靴底：合成ゴム1層底
標準重量：1,095g

SS28G
標準価格：17,700円
商品コード：1823540
規格：JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E合格
サイズ：23.5～28cm（EEE）
甲被：牛革（ベロア）
先芯：ワイドACM樹脂先芯
靴底：SX3層底、130℃耐熱
標準重量：995g

3522茶床耐熱
標準価格：11,800円
商品コード：2180820
規格：JIS T 8101革製S種

〈普通作業用〉合格
サイズ：23.5～28cm（EEE）
甲被：牛革（ベロア）
先芯：鋼製先芯 
靴底：ゴム1層底、200℃耐熱合成ゴム底
標準重量：1,620g

528溶接靴
標準価格：11,800円
商品コード：2170110
規格：JIS T 8101革製S種

〈普通作業用〉合格
サイズ：23.5～28cm（EEE）
甲被：牛革
先芯：鋼製先芯 
靴底：合成ゴム1層底
標準重量：1,270g

511P加工
標準価格：9,500円
商品コード：2170050
規格：JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉合格
サイズ：23.5～28cm（EEE）
甲被：牛革（特殊ウレタン加工革）
先芯：鋼製先芯
靴底：合成ゴム1層底
標準重量：1,095g

特定機能付 外鋼板 摩耗などによるつま先部の損傷が激しい現場用に開発された、鋼製先芯を
つま先部の外側に取り付けた安全靴。

特定機能付 耐熱・溶接
耐熱作業用安全靴 >   耐熱性に優れた靴底、熱に強い甲被。
 火花から足を守る安全靴。
溶接作業用安全靴 >   火花に強く柔軟性に富む牛革製ベロ部。
 キリコや火花の靴の中への浸入を防ぐ構造。

特定機能付 耐水・
耐油用

耐水・耐油性に優れた特殊ウレタン加工革を採用。甲被からの水や油の浸
透を防ぎ、水濡れの現場や油を使用する現場に適した安全靴。
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FD11M絶縁ゴム底靴（耐電靴）
標準価格：8,100円
商品コード：2110200
サイズ：23.5～28cm（EEE）
甲被：牛革（スムース仕上）　
先芯：合成材
靴底：合成ゴム1層底
標準重量：995g
・  絶縁ゴム長靴と同様な使用は危険ですので、高圧活線作業には使用
しないで下さい。
・対象電圧は、直流で750V以下、交流で300V以下です。

3033都纏 みやこまとい
標準価格：12,400円
商品コード：2183460
規格：JIS T 8101革製L種〈軽作業用〉合格
サイズ：23.5～28cm（EEE）
甲被：牛革
先芯：鋼製先芯
靴底：合成ゴム1層底
標準重量：1,100g

844
標準価格：オープン価格
商品コード：2227330（23・24～27cm）
（28cm 2227331）（29cm 2227332）
（30cm 2227333）
規格：JIS T 8101総ゴム製L種〈軽作業用〉合格
サイズ：23・24～27・28・29・30cm（EE）
甲被：総ゴム製（裏付）
先芯：鋼製先芯
靴底：合成ゴム1層底
標準重量：1,470g

ウレタンブーツ
標準価格：19,600円
商品コード：2224410
規格：EN ISO 20345 2004 S5（欧州規格）
サイズ：24・25～26・27・28・29・30cm
甲被：発泡ポリウレタン
先芯：鋼製先芯
標準重量： 1,850g 

844静電靴
標準価格：オープン価格
商品コード：2227340（24～26・27cm）
（28cm 2227341）
規格：JIS T 8103 ED-P/C3/総ゴム製/L合格
サイズ：24～26・27・28cm（EE）
甲被：総ゴム製（裏付）
先芯：鋼製先芯 
靴底：合成ゴム1層底
標準重量：1,470g

特定機能付 高所
作業用

建設現場での作業や高所作業用の為に開発された安全靴。
安定感に優れる、ヒールのない、フラットソールを採用。

ワークシューズ 水現場など屋外作業にも最適な、足場をしっかり捉える履きやすい長靴。
JIS規格合格安全靴と欧州規格を取得した作業靴があります。

特定機能付 絶縁
ゴム底靴

本製品は安全靴ではありません
工場内の電気保全や電気工事など低圧回路（商用電圧）に誤って触れ
る可能性のある作業のために開発された絶縁ゴム底靴（耐電靴）。

内側当革付

外チャック付

踏抜き防止板内蔵
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本社：東京都中央区日本橋茅場町3-3-1 〒103-0025 

シモンは「チャレンジ25キャンペーン」に参加しています。
シモンは日本防災士会の賛助会員です。

●記載されている価格は2014年12月現在の標準価格で、消費税は含まれておりません。●標準重量は、サイズ男性
（26cm）、女性（23.5cm）1足で測定した平均値です。●改善のため、仕様及び標準価格は予告なく変更することがありま
す。●印刷により実際と色が多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている内容は2014年12月現在のもの
です。

*2241107*

甲被による区分 帯電防止性能による区分

電気抵抗(R)

〈＊相対湿度の規定を定めない〉（※1 参照)

※1〈＊環境区分ごとの相対湿度を規定〉        環境区分 １〈Ｃ１〉･･･１２±３％
　　     環境区分 ２〈Ｃ２〉･･･２５±３％ 　 環境区分 ３〈Ｃ３〉･･･５０±５％

1.0×105≦Ｒ≦1.0×1081.0×105≦Ｒ≦1.0×107特種静電靴

測定温度 0+2℃測定温度 23±2℃種別区分

1.0×105≦Ｒ≦1.0×1091.0×105≦Ｒ≦1.0×108一般静電靴
静電靴

導電靴 ー Ｒ＜1.0×105 Ｒ＜1.0×105

靴一個当たりの電気抵抗

0

2141210(JB)

かかと部分の衝撃エネルギー吸収性


