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CONCEPT

見つけ出す :FOUND、再現する :REPRODUCTION をコンセプトに 

2016SS よりスタートしたブラン ド。

ミリタリートレーナーシリーズは 1950 年代 ~1990 年代にかけて

数多くの軍用トレーニングシュー ズを生産していた各国のファクトリーで、

ひとつひとつ丁寧にハンドメイドで生産されています。

ロゴやタグには品名、国名、年代を記載しデザインソースを明かしています。

ミリタリーアイテムを中心に時代 を超えた普遍的なアイテムを見つけ出し、

現代的に再現させてリリースしています。



90年代にかけてイタリア軍のトレーニングシューズとして採用されていたスニーカーをベースとした一足。軍用シューズでスリッポン、
センターエラスティックという珍しいデザインが魅力的です。実際に、イタリア軍用のシューズを生産していたファクトリーに依頼し、
現代的に再現。使用している500デニールのコーデュラナイロンは生地重量に対しての耐久性が高く、耐水性にも優れた素材。また生地
の表面にはデュポン社のテフロン加工を施しており、撥水性、防汚性にもアプローチしています。

ITALIAN MILITARY TRAINER 3000C
素材 : コーデュラナイロン
カラー： L.GRAY , CAMEL , D.BLUE , OLIVE , D.GRAY
                 BROWN , NAVY , BLACK 
生産国： ルーマニア
価格 : ¥ 11,000 + TAX
デリバリー：8月予定



CONCEPT

1950 年 ~1960 年代、まだチェコスロバキアだった時代のパルチザンスケという小さな町で生産されて いたシューズブランドの ZDA。

当時のソールや型、そして製造していた機械が現存していたことが今回の 復活の大きなきっかけとなりました。

そのファクトリーに協力を仰ぎ ZDA は 2016SS シーズンより復活 することができました。

当時の機械を用いて、ひとつひとつ丁寧にハンドメイドで生産されています。

 ZDA のラインナップからマラソンタイプのシューズをリリースしています。

　



2200FSL

素材 : 牛革×ナイロン
カラー： L.GRAY × D.GRAY , CAMEL × PANNNA , BLUE × OLIVE
生産国：スロバキア
価格 : ¥ 18,500 + TAX
デリバリー：8月予定

50～60年代に東ヨーロッパのスポーツ選手も愛用していたと言われる
シューズブランドのラインナップから、主にマラソン用として生産さ
れていた一足。レトロ感とハイテク感を同時に併せ持つ、唯一無二の
ルックスが新鮮です。独特な形状のマラソンソールは履き易さ◎。
ソールや型、機械等は当時の物を使用し、素材などはアップデートを
施しています。



ハット、キャスケット、シャツ、オーダーシャツ、シューズに

特化したブランドである［Tomo & Co（トモ アンド シーオー）］。

エアソールを装着したレザーシューズなど、普遍的なデザインに

遊び心を持たせたアイテム作りに定評があります。



こちらはTomo & CoとGraphpaperとのコラボレーションによって誕生した逸品。上質なガラスレザーを素材に採用し、ポストマンシュー
ズのアッパーにエアソールを配したスニーカーとレザーシューズのハイブリッドシューズです。品のある素材感とソールのストリート感が
絶妙なバランスを生み出しています。ソールはこちらのBLACKの他GUMSOLE , WHITESOLEの3色展開。選ぶソールによって表情が一変する
ので、選ぶのも楽しいアイテムです。

Tomo & Co × Graphpaper plain toe shoes
素材 : COW LEATHER 100%
カラー： BLACK
価格 : ¥ 38,000 + TAX
デリバリー：9月初旬予定



Tomo & Co × Name. Moccasin boots

素材 : WOOL 100%
カラー ：NAVY , GRAY
価格：¥ 35,000 + TAX
デリバリー：10 月初旬予定

今期のName.とのコラボアイテムはモカシンブーツ。
ソールにはTomo & Co 初となる Vibram 社ソールを
採用し、エアソールにも劣らない履き易さを獲得して
います。アッパーの素材はヘビーメルトンの冬仕様。
各所にレザーのステッチやストリングも高級感の増す
デティールです。



CONCEPT

1948 年ロンドンオリンピックにおいて当時 19 歳であったWalsh 氏は

イギリス代表の 100、100m×4リレーのランナー用シューズを製造、

彼の名前は世界中のトップアスリートの中で知られるようになり ました。

その後 1961 年 32 歳で Norman Walsh Footwear を創立したのです。

1960 年代を通じて Walsh 氏は幅広い範囲のスポーツシューズを製造しています。

陸上はもとより、ラグビー、サッカー、クリケット、すべて手作業によって個々の顧客のニーズを形にしていきました。

中でもフェルランニングシューズは 1970 年代に当時のチャンピオン、Peat Bland が 使用していました。

ソフトで柔軟なアッパー素材に硬く丈夫なソールを組み合わせて作られ、

英国の 登山家 Sir Chris Bonington のコングール山の初登頂に採用されました。

フェルランニングの PB シリー ズは現在においてもベストセラーとしてアスリート達に愛用されています。

Norman Walsh Footwear は英国でデザイン、生産されている国を代表するスポーツシューズブラン ドです。

オフロードシューズを専門としながら、カジュアルコレクションも世界各国の敬意あるブティッ クで取り扱われています。



Challenger HAINSWORTH

素材 : HAINSWORTH’ s  Wool , Nubuck Leather , Smooth Leather
ソール：EVA , Rubber Mix Sole
カラー： RAF BLUE , WWⅡ KHAKI , MELTON GRAY
生産国： イギリス
価格 : ¥ 36,000 + TAX
デリバリー：9月中旬予定

ボルトンの “Rivington Pike” というフェルレースの

環境に合わせて開発された、こちらの Challenger。

素材に使用されているのは、バッキンガム宮殿の、

近衛兵が着ている赤いジャケットの素材として著名

なHAINSWORTH 社のウール。フェルブーツのルック

スながら、品のあるアイテムに仕上がっています。



大胆なカモフラージュ柄が特徴のこちらのアイテムは、実際にイギリスの特殊部隊が使用している柄を英国の老舗レザーメーカー

である Pittards 社のレザーにプリント加工したもの。野球のグローブ等にも使用される同社の堅牢なレザーは耐久性はもちろんの

こと対水・対汗性にも効果を発揮します。インパクト大ながら、コーディネートにすんなりと馴染むアイテムに仕上がりました。

LA’ 84 Leather Pittards
素材 : Leather Pittards sherwood woodland
ソール：EVA , Vibram Sole
カラー： CAMO
生産国： イギリス
価格 : ¥ 30,000 + TAX
デリバリー：8月末予定



〈アイテムのお貸出し・お問い合わせ〉

 DOVE WORKS.

東京都渋谷区神宮前 2-6-6秀和外苑レジデンス 304

TEL: (03)-5772-5454 FAX:(03)-3470-5414
E-MAIL:daisuke@dove-works.com
URL:http://www.dove-works.com

担当：上田　古瀬　齊藤


