


shinjukuyaは1974年（昭和49年）に誕生しました。
今もなお、手づくりの靴に対する情熱が受け継がれています。

熟練した職人達が丹精込めて、一品、一品、心を込めて手づくりで靴を仕上げています。
選び抜かれた最高級の天然素材

”本物“の爬虫類素材（エキゾチックレザー）だけが持つ輝き
履く人の個性を鮮やかに表現する逸品。

「ハンドメイド」 「メイド・イン・ジャパン」 「日本が誇る最高の技術」
スタイリッシュに、エレガントに、足元を輝かせることができる靴。

それがshinjukuyaです。

足を守るという実質的な靴の役割はもちろん、素材、木型、縫製、製造過程にこだわり、
究極の履き心地を追求。

shinjukuyaは、日本人の足型に合った木型を製作し、
甲高、幅広にて靴を仕上げています。

ただ単に幅が広いだけの靴ではなく、ボールジョイントでフィッティングできる靴だからこそ、
履き心地が違います。

長く履ける、疲れにくい、おしゃれは足元から。

多くのお客様には、履き心地の良さにご満足いただいています。
今、”本物“を求める貴女へ、ワンランク上の貴女へ、
是非、shinjukuyaの靴をお手にとってお確かめ下さい。

「日本で生まれた最高の贅沢」として
【世界の一流品大図鑑2006年版】に掲載されました。

大阪府より【大阪ものづくり優良企業賞2021】を受賞しました。
大阪府より【匠】の称号を授与いただきました。

【となりの人間国宝さん】に認定されました。
（関西テレビ放送「よーいドン！」）

ご購入後のアフターメンテナンス、修理は充実、安心。
足に心地よく、末永く履ける靴がshinjukuyaの魅力です。

履いて歩いて初めてわかる、私に合った靴。

貴女だけのオンリーワンをお届けしたい。

人は人生の大半を靴と共に歩みます。

だからこそ、履き心地が最も大切です。

最高級の天然素材を使用して、履いていて気持ちが良い。

いつまでも健康でオシャレを楽しんでいただきたい。

「感謝、誠意、おかげさまを大切に」

それがshinjukuyaの信念です。

貴女と共に歩むshinjukuyaをよろしくお願い致します。

株式会社新宿屋
代表取締役 丸吉肇



メディア掲載情報

・【世界の一流品大図鑑】掲載

・【名もなきＢＡＲ】番組に出演 ➡➡➡

・【大阪ものづくり優良企業賞2021】を受賞、大阪府より【匠】の称号を授与

・【しんきん経営情報街角情報】掲載

・【梅田経済新聞】新聞掲載

・【大阪日日新聞】新聞掲載

・【記者会見】開催、気仙沼市の菅原茂市長もご臨席

・【仙台放送】テレビニュース報道

・【東北放送】テレビニュース報道

・【三陸新報】新聞掲載

・【毎日新聞】新聞掲載

・【朝日新聞】新聞掲載

・【産経新聞】新聞掲載

・【読売新聞】新聞掲載

・【京都新聞】新聞掲載

・【室蘭民報】新聞掲載

・【河北新報】新聞掲載

・【大阪府産業デザインセンター事業紹介動画】のオープニングに出演

・【ＮＨＫ】テレビニュース報道 （県域ニュース番組 「てれまさむね」）

・【となりの人間国宝さん】に認定 （関西テレビ放送 「よ～いドン！」）

・【ミヤギテレビ】テレビニュース報道（ワイド番組「ＯＨ！バンデス」）

・【テレビ岩手】テレビニュース報道

・【近代セールス】掲載

詳しくは、ホームページの「お知らせ」をご参照下さい ➡➡➡

テレビ新聞
で

話題沸騰中



新宿屋のこだわり ～1足の靴ができるまで～

※おおまかな作業工程を紹介します
（まだまだ多くの作業工程がある為、当内容が全ての行程ではございません）

①原革入荷

②傷チェック

③紋様チェック

④型入れ

⑤裁断

⑥革漉き

⑦裏貼り

⑧縫製

⑨甲革のせ

⑩特殊加工

⑪バフ

⑫つり込み

⑬クリッピング

⑭底付け

⑮圧着

⑯ヒール打ち

⑰仕上げ

⑱完成



新 作 発 表

品番4910 パイソンＣ 税込88,000円（本体80,000円）

アイボリー【牛革：アイボリー（本体）×パイソン：ナチュラル（つま先・サイド）】

クロ 【牛革：クロ（本体）×パイソン：クロ（つま先・サイド）】

品番4910 オーストリッチC 税込154,000円（本体140,000円）

全オーストリッチの作成例です

（オーストリッチの革見本からお好みの色をご選択いただき組み合わせ自由です）



新 作 発 表

番組「名もなきＢＡＲ」で誕生した
「WING HEEL」がシリーズ化で新登場
軽い、曲がる、羽根のような履き心地

本格スニーカータイプで快適な日常をサポート

本物のパイソン革を使用

全８色展開

色：クロ・ブルー・Ｄブルー・アイボリー・レッド・オレンジ・ＤＢＲ・ベージュ

幅：ＥＥＥＥ

0250-545 パイソンＣ 税込価格71,500円（本体65,000円）

0251-545 パイソンＣ 税込価格74,800円（本体68,000円）





品番：0250 WING HEEL
足幅：EEEE
ヒール高：約3㎝

素材 税込価格 色

パイソンＣ 71,500円 クロ・アイボリー
レッド・オレンジ
ブルー・Ｄブルー
ＤＢＲ・ベージュ

品番：0251 WING HEEL
足幅：EEEE
ヒール高：約3㎝

素材 税込価格 色

パイソンＣ 74,800円 クロ・アイボリー
レッド・オレンジ
ブルー・Ｄブルー
ＤＢＲ・ベージュ

品番：2080
足幅：EEE
ヒール高：約4㎝

素材 税込価格 色

トカゲＣ 74,800円 クロ・Ｄブルー
ホワイト・レッド

パイソンＣ 88,000円 Ｄブルー・レッド

オーストリッチ 132,000円 お問い合わせ下さい

全８色

全８色



品番：2330
足幅：EEE
ヒール高：約3.5㎝

素材 税込価格 色

シャーク 132,000円 クロ

オーストリッチ 198,000円 お問い合わせ下さい

ブロンズオースト 209,000円 お問い合わせ下さい

品番：2331
足幅：EEE
ヒール高：約3.5㎝

素材 税込価格 色

オーストリッチＣ 88,000円 Ｄブルー
オレンジ
ベージュ

品番：2700
足幅：EEEE
ヒール高：約3㎝

素材 税込価格 色

シャーク 132,000円 クロ

オーストリッチ 198,000円 お問い合わせ下さい

ブロンズオースト 209,000円 お問い合わせ下さい



品番：2701
足幅：EEEE
ヒール高：約3㎝

素材 税込価格 色

オーストリッチC 96,800円 クロ
カンパリレッド

品番：2702
足幅：EEEE
ヒール高：約3㎝

素材 税込価格 色

シャークＣ 85,800円 クロ

品番：2770
足幅：EEEE
ヒール高：約3㎝

素材 税込価格 色

オーストリッチ 209,000円 お問い合わせ下さい



品番：2771
足幅：EEEE
ヒール高：約3㎝

素材 税込価格 色

オーストリッチC 121,000円 クロ
ニコチン
カンパリレッド
ブルー

品番：3421
足幅：EEEE
ヒール高：約3.5㎝

素材 税込価格 色

オーストリッチＣ 121,000円 クロ
ニコチン
カンパリレッド

品番：3422
足幅：EEEE
ヒール高：約3.5㎝

素材 税込価格 色

シャークＣ 107,800円 クロ



品番：4101
足幅：EEE
ヒール高：約4㎝

素材 税込価格 色

シャークC 71,500円 クロ

オーストリッチＣ 88,000円 お問い合わせ下さい

品番：4110
足幅：EEE
ヒール高：約4㎝

素材 税込価格 色

シャーク 118,800円 クロ

オーストリッチ 198,000円 お問い合わせ下さい

ブロンズオースト 209,000円 お問い合わせ下さい

品番：4610
足幅：EEE
ヒール高：約4.5㎝

素材 税込価格 色

シャーク 118,800円 クロ

オーストリッチ 198,000円 お問い合わせ下さい

ブロンズオースト 209,000円 お問い合わせ下さい

スニーカータイプのゴム底で
も製作可能（品番：4710）



品番：4620
足幅：EEE
ヒール高：約4.5㎝

素材 税込価格 色

トカゲＣ 74,800円 クロ・ワイン

パールトカゲＣ 85,800円 ブロンズ

オーストリッチＣ 88,000円 お問い合わせ下さい

品番：4621
足幅：EEE
ヒール高：約4.5㎝

素材 税込価格 色

シャークＣ 71,500円 クロ

品番：4670
足幅：EEE
ヒール高：約4.5㎝

素材 税込価格 色

シャーク 132,000円 クロ

オーストリッチ 198,000円 お問い合わせ下さい

ブロンズオースト 209,000円 お問い合わせ下さい

スニーカータイプのゴム底で
も製作可能（品番：4770）

スニーカータイプのゴム底で
も製作可能（品番：4720）

スニーカータイプのゴム底で
も製作可能（品番：4721）

廃番になりました



品番：4671
足幅：EEE
ヒール高：約4.5㎝

素材 税込価格 色

オーストリッチＣ 88,000円 クロ
ニコチン
オリックス
オレンジ

品番：4680
足幅：EEE
ヒール高：約4.5㎝

素材 税込価格 色

シャーク 132,000円 クロ

オーストリッチ 209,000円 お問い合わせ下さい

ブロンズオースト 220,000円 お問い合わせ下さい

品番：4681
足幅：EEE
ヒール高：約4.5㎝

素材 税込価格 色

オーストリッチＣ 107,800円 クロ
ニコチン
カンパリレッド

スニーカータイプのゴム底で
も製作可能（品番：4781）

スニーカータイプのゴム底で
も製作可能（品番：4771）

スニーカータイプのゴム底で
も製作可能（品番：4780）

廃番になりました



品番：4682
足幅：EEE
ヒール高：約4.5㎝

素材 税込価格 色

シャークＣ 85,800円 クロ

品番：4600
足幅：EEE
ヒール高：約4.5㎝

素材 税込価格 色

オーストリッチＣ 132,000円 クロ
カンパリレッド
ニコチン
アイリスブルー

品番：4800
足幅：EEE
ヒール高：約4㎝

素材 税込価格 色

オーストリッチＣ 132,000円 クロ
カンパリレッド
ニコチン
アイリスブルー

スニーカータイプのゴム底で
も製作可能（品番：4782）



品番：5400
足幅：EEE
ヒール高：約5㎝

素材 税込価格 色

シャーク 107,800円 クロ

パイソン 132,000円 クロ・ナチュラル

オーストリッチ 198,000円 お問い合わせ下さい

品番：5401
足幅：EEE
ヒール高：約5㎝

素材 税込価格 色

シャークＣ 63,800円 クロ

品番：5410
足幅：EEE
ヒール高：約5㎝

素材 税込価格 色

シャーク 107,800円 クロ

パイソン 132,000円 クロ・ナチュラル

オーストリッチ 198,000円 お問い合わせ下さい

つま先切替あり

つま先切替あり

つま先切替なし



品番：6207
足幅：EEE
ヒール高：約6.5㎝

素材 税込価格 色

シャーク 121,000円 クロ

パイソン 118,800円 クロ・ナチュラル

オーストリッチ 176,000円 お問い合わせ下さい

品番：7105
足幅：EEE
ヒール高：約7㎝

素材 税込価格 色

シャーク 121,000円 クロ

パイソン 129,800円 クロ・ナチュラル

オーストリッチ 198,000円 お問い合わせ下さい

ヒールアップ、ヒールカット不可

shinjukuyaの商品写真はイメージ画像です
催事コースに全ての商品が入らない可能性もあります







品番：401 Jun.Jun
足幅：EEE
ヒール高：約4.5㎝

素材 税込価格 色

お好きな革で 41,800円 お好きな色で

品番：2210 Jun.Jun
足幅：EEEE
ヒール高：約3㎝

素材 税込価格 色

お好きな革で 44,000円 お好きな色で

品番：3072 Jun.Jun
足幅：EEE
ヒール高：約4.5㎝

素材 税込価格 色

お好きな革で 44,000円 お好きな色で

エレガントなヒール底でも
スニーカータイプのゴム底

でも製作可能



品番：3301 Jun.Jun
足幅：EEE
ヒール高：約4㎝

素材 税込価格 色

お好きな革で 41,800円 お好きな色で

品番：3411 Jun.Jun
足幅：EEEE
ヒール高：約3.5㎝

素材 税込価格 色

お好きな革で 44,000円 お好きな色で

品番：5400 Jun.Jun
足幅：EEE
ヒール高：約5㎝

素材 税込価格 色

お好きな革で 41,800円 お好きな色で

つま先切替あり



品番：5410 Jun.Jun
足幅：EEE
ヒール高：約5㎝

素材 税込価格 色

お好きな革で 41,800円 お好きな色で

品番：6207 Jun.Jun
足幅：EEE
ヒール高：約6.5㎝

素材 税込価格 色

お好きな革で 41,800円 お好きな色で

つま先切替なし

Jun.Junの商品写真はイメージ画像です
催事コースに全ての商品が入らない可能性もあります





○ 安心・安全の【メイド・イン・ジャパン】

新宿屋の靴は、職人が手づくりで心を込めて仕上げています。
全て出来上がりの靴で足合わせしていただき、お買い上げいただいています。

革 ： クロコダイル・オーストリッチ・シャーク・トカゲ・パイソン・牛革
サイズ ： 21.5㎝～25.0㎝
足幅 ： ＥＥＥ～ＥＥＥＥ

○ 万全な【アフターメンテナンス】

ご購入後の幅出し・サイズの微調整・中敷き交換・リフト交換・底の修理等、
多くの修理、アフターメンテナンス内容が充実しています。

○ 展示会（受注会）

新宿屋は日本全国、展示会専門にて靴の販売をしています。
年間約300会場の展示会を取り組んでいます。
ぜひ、【新宿屋の靴】の展示会（受注会）をお取り扱いお願い致します。

出品内容 ： 約100～150足持参します（陳列は約50足）

商品のお渡し方法
①その場で現品お持ち帰り
②注文（約2週間 / 弊社に在庫がある場合）
③作成（約50日）

個展、総合展、同行販売、さまざまな販売方法が可能です。
新宿屋の販売インストラクターを1名派遣します。
日本全国の呉服店、ブティック、洋品店、宝飾店、寝装寝具店等にて、2日間～3日間の
展示会が平均的です（年間1～2回の実施が理想的）。

○ 新宿屋のセールスポイント

手作業にて靴を製作している為、幅出し、のせ甲、甲高、外反母趾、その他いろいろ
お客様の足に合わせて特別に靴を製作することが可能です。

既製品の靴が合わずにお悩みの方、外反母趾でお悩みの方にご満足いただけます。

日本人の足型に合った「木型」で製作する靴だからこそ、履き心地が違います。

サイズが充実している為、足の小さい方、大きい方も安心してお選びいただけます。

厳選された希少価値が極めて高い爬虫類の革、エキゾチックレザーが中心です。

ご要望に合わせて、１足からの製品お貸出しも可能です。

「世界の一流品大図鑑」にも掲載されています。
世界で厳選されたブランドの1社です。

「大阪ものづくり優良企業賞2021」を受賞し、大阪府より【匠】の称号を授与いただきました。

関西テレビ放送「よ～いドン！」に出演し、【となりの人間国宝さん】に認定されました。

多くのテレビ、新聞にて報道されており、話題沸騰中のブランドです。



○ 展示会のスタイル・売り場つくりの参考例

什器は3段棚（120㎝×90㎝×60㎝）が3～4台
姿見×1台、スポット×1台が理想的です

○商品のストックケースは、下記サイズの段ボールを約10ケース、展示会場に出荷します

縦（約80㎝） × 横（約60㎝） × 幅（約30㎝） ※段ボールの中に靴が入っています

特別な什器を使用せずに、店内の常設什器を
使用してのレイアウトも可能です

○什器の後方に下記のスペースを作っていただけると助かります

商品ストックケース（約30㎝） + スタッフが動ける空間（約80㎝） = 壁から約110㎝の空間



会社概要

商 号 株式会社新宿屋
代表取締役 丸吉肇

設 立 2015年12月7日
（shinjukuyaブランド 創業1974年）

資本金 300万円

事業内容 手づくりの婦人靴・ハンドバッグ類の製造販売

決 算 11月（年1回）

所在地 〒537-0022
大阪府大阪市東成区中本5丁目19番11号
TEL:06-6976-9850
FAX:06-6976-9855
E-Mail：shinjukuya@japan.email.ne.jp
URL:https://shinjukuya.com

取引銀行 尼崎信用金庫 今里支店
大阪信用金庫 緑橋支店
大阪商工信用金庫 東成支店
永和信用金庫 今里支店
日本政策金融公庫

https://shinjukuya.com

ホームページ インスタグラム
2022.7.1現在

ＬＩＮＥ


