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スーツでも映える！オフの日でも使える防寒作業靴 

雪道用スノーシューズ「ＭＰＳ」に新色ブラック登場 
2014年10月31日 新発売 

 安全靴や作業着等を販売する通販サイト、ミドリ安全.com（ http://midori-anzen.com/ ）は、簡易防水機

能付き雪道用スノーシューズ「MPS」シリーズに、新色となる「ブラック」を追加し、2014年10月31日

（金）より各種WEBサイトにて販売を開始いたしました。 

 MPS-150ブラック：http://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea205_001/ 
 

 当社が2014年9月に会員に行ったアンケート調査（※1）で、作業靴の悩みとして多かったのが「通気性の悪さ

やムレ」「疲れやすい」など機能性の問題でした。次いで「欲しい色が無い」「格好悪い」といったデザインや

着こなしに関しての悩みも多く、74.8％の方が「ファッション性の高い作業靴が欲しい」と思っていることが

分かりました。そこで当社では、スーツやカジュアルファッションでも合わせられるシックな雪道用スノー

シューズとして、高機能スノーシューズ「MPS-150」に新色の「ブラック」を追加し販売を開始いたしました。 

 「MPS-150」はJSAA認定 A種のプロテクティブスニーカー（※2）で、雪道での安全性や機能にこだわった作

業靴です。防寒対策としても保温性の高いインソールを採用し、寒い冬でも足元あったかのウィンターシューズ

です。新色のブラックは、通勤・通学などの日常使いは勿論、冬のレジャーや除雪作業、雪の中での整備作業、

雪上での運搬作業など様々なシチュエーションや、日々のコーディネートに合わせて活用できる、シックで高機

能なスノーシューズです。 

特徴１．水が染み込みにくい簡易防水仕様 

スーツやカジュアルウェアにも合わせられる 

雪道用高機能シューズ 

―オフィスの備えにも最適― 

【スノーシューズ「MPS」の特徴】 
１．水が染み込みにくい「簡易防水仕様」 

２．指先を守る「ワイド樹脂先芯」入り 

３．雪の侵入を防ぐ「袋ベロ」 

４．夜間でも安心の「リフレクター」付き 

５．圧雪でも歩きやすい「雪道専用ソール」 

【WEB限定 新発売】 MPS-150 ブラック 
価格：5,544円（税込） 

 

 アッパー部分には簡易防水機

能として、水が染み込みにくい

防水シートを採用し、雪の上で

の作業でも安心です。静水4cm

に90分浸漬の防水性を基準と

しています。 
（MPS140・MPS150・MPS155のみ） 

 

 指先部分には指先を守るワイ

ド樹脂先芯（サキシン）を内装

し、落下物や台車の巻き込みな

どから指先をしっかり守ります。 

特徴２．指先を守るワイド樹脂先芯入り 
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1本マジックタイプ 

「MPS-150」 

3本マジックタイプ 
「MPS-155」 

5,544円（税込） 

リフレクター 手袋でも調節がしやすい 

紐ストッパー式 

リフレクター 

ワイド樹脂先芯 

保温性の高い 

インソールを採用 

 ストッパー付きの紐とマジックを組み合わせた「MPS-150」、3本マジックタイプの「MPS-155」、ロング

フード付きの長靴タイプの「MPS-140フード」の3タイプを展開しています。 

特徴３．雪の侵入を防ぐ袋ベロ 

 ベロとアッパー本体を、人工
皮革を使い袋状に一体縫合する
ことで、履き口の隙間を無くし、
靴内部への雪や水などの侵入を
ガードします。 
 
（MPS150・MPS155・MPS135のみ） 

特徴４．夜間の視認性を高めるリフレクター 

 かかとやサイド部分には、視認性を
高めるリフレクターが付いており、暗
所や夜間、視界の悪くなる降雪時の作
業でも安心です。 
（設置箇所は品番により異なります） 

特徴５．圧雪でも歩きやすい雪道専用ソール 

 雪道専用設計で作られた靴底は、雪がつまりにくく、
パウダースノーや溶けかけた雪道でも滑りにくいのが特
徴です。 
 また、屈曲性にも優れており、圧雪でも歩きやすく寒
冷地に最適です。 

【新発売】ブラック ブルー 

▼高機能スノーシューズ「MPS」シリーズ 

ブラック 

リフレクター 手袋でも調節がしやすい 

紐ストッパー式 

リフレクター 

ワイド樹脂先芯 

保温性の高い 

インソールを採用 

【新発売】ブラック ブルー 

1本マジックタイプ「MPS-150」 
5,544円（税込） 

リフレクター 

履き口がストッパーで 

締められるロングフードが 

保温性を高めます。 

MPS-140はこの位置まで 

防水シートが内装されています。 

ワイド樹脂先芯 

リフレクター 

長靴タイプ 
「MPS-140フード」 

5,544円（税込） 

ネイビー 

マジックタイプ 
「MPS-135」 

4,450円（税込） 

ブラック 
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 MPS-150のリフレ
クター部デザインはブ
ラックを基調としてお
り、スーツでも違和感
なくコーディネートし
ていただけます。 



【通販サイトURL】 
■ミドリ安全.com http://midori-anzen.com/ 
■楽天市場 http://www.rakuten.ne.jp/gold/midorianzen/ 
■Amazon http://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&me=A37ETWJ1L678G7 
■DeNAショッピング http://www.dena-ec.com/user/23824472 
■Yahoo!ショッピング http://store.shopping.yahoo.co.jp/midorianzen-com/index.html 

【読者・視聴者からのお問合せ先】 
ミドリ安全.comコールセンター 
URL: http://midori-anzen.com 

TEL: 0120-310-355 

【本プレスリリースに関する報道関係者からのお問い合わせ先】 

ミドリ安全.com 
古谷（ふるや）、染谷（そめや） 

TEL： 03-5650-3236  FAX：03-5650-3237 
Email： info-ec@midori-grp.com 
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『MPS-150／MPS-155』 『MPS-140フード』 

規格 JSAA規格A種プロテクティブスニーカー 

先芯 ワイド樹脂 

甲被 人工皮革 

中敷 EVAカップインソール（抗菌・防臭） 

靴底 EVA／合成ゴム 

標準重量 1,140g／足 

標準高さ 400ｍｍ（フード含む） 

WEB販売価格 5,390円（税込）※2013年11月上旬発売 

サイズ 23～28・29cm（EEE） 

長靴タイプ「MPS-140フード」 

リフレクター 

履き口がストッパーで 

締められるロングフードが 

保温性を高めます。 

MPS-140はこの位置まで 

防水シートが内装されています。 

ワイド樹脂先芯 

リフレクター 

（※2）「プロテクティブスニーカー」とは 

プロテクティブスニーカー 
（プロスニーカー） 

安全靴 

規格 
公益社団法人日本保安用品協会 日本工業規格 

JSAA規格 JIS規格 T8101 

甲皮素材 
革製 

人工皮革製 
ビニルレザークロス製 

牛革製 
総ゴム製 

(耐油製ゴム、非耐油製ゴム) 

等級 
A種 

普通作業用 
B種 

軽作業用 
H種 

重作業用 
S種 

普通作業用 
L種 

軽作業用 

耐圧迫性能
圧迫荷重(kN) 

10±0.1 
※1t相当 

4.5±0.04 
※450kg相当 

15±0.1 
※1.5t相当 

10±0.1 
※1t相当 

4.5±0.04 
※450kg相当 

※静荷重換算 

●安全靴（作業靴）に対する悩み・不満（n=329） 

75% 

9% 

16% 
はい 

いいえ 

どちらともいえない 

●デザイン性の高い安全靴を欲しいと思いますか（n=329） 

（※1）2014年9月にミドリ安全.comの会員に作業靴（安全靴）についてのアンケート調査を実施いたしました。 

機能性やニオイなどの悩みに続き「欲しい色が無い（75

名＜22.7％＞）」、「格好悪い（69名＜20.9％＞）」と

いったデザイン性への不満があることが分かりました。 

4人に3人がデザイン性の高い安全靴を欲しいと回答する

など、機能だけでなくデザイン性も必要と多くの方が考

えていることが分かりました。 

 「プロテクティブスニーカー」は、足のつま先部分の樹脂製キャップ「先芯（さきしん）」でつま先を保護

する、(公社)日本保安用品協会が認定している作業用スニーカーです。 

 牛革を用いる安全靴と異なり、人工皮革やビニルレザーを素材として使用ことが認められており、デザイン

性や履き心地にこだわった商品も多くあります。「MPS-150」はJSAA認定A種を取得しているプロテクティブ

スニーカーで、建設業やビルメンテナンス、運輸業やDIYなどの作業時にも最適です。 

＜商品概要＞ 

商品名 MPS-150 

規格 JSAA認定A種プロテクティブスニーカー 

先芯 ワイド樹脂 

甲被 人工皮革／メッシュ 

中敷 不織布カップインソール（抗菌・防臭） 

靴底 EVA／合成ゴム 

標準重量 MPS-150 1,070g 

WEB販売価格 5,544円（税込） 

サイズ 23～28・29cm（※ブラックのみ24~28cm） 
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通気性が悪くムレる 
疲れやすい 

長時間履いた際の足のニオイ 
靴底が減りやすい 
欲しい色がない 

格好悪い 
フィット性が悪い 

足の爪先が痛くなる 
破れやすい 

足の甲が痛くなる 
足のかかとが痛くなる 

その他 
サイズがない 
手入れが面倒 
転びそうになる 

靴音 

「MPS-150」新色ブラック 
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