
 

フランスのベビー＆キッズ向けシューズブランド 『FLY PONY』 

2020 FALL ＆ WINTER COLLECTION　 
ホリデーシーズンの足元を彩る最新アイテム 

　 2020年10月22日（木）より発売開始！ 

フランスのベビー＆キッズ向けシューズブランド『FLY PONY （フライポニー） 』は、2020 FALL & WINTER 
COLLECTIONの第二弾アイテムを2020年10月22日（木）より発売開始します。 

2020 FALL & WINTER COLLECTIONのテーマは、“Tree House”。ブランドのアイコンであるユニコーン「Fly Pony」
が、仲間たちとともに、魔法の森に佇む ”Tree House” で体験するさまざまな出会いや出来事のストーリーに着想
を得てデザインしたシューズを展開しています。 

今回は、メタリックカラーが特徴の2タイプのブーツをはじめ、毎シーズン人気の翼をあしらったシューズのハイ
カットタイプやクリスマスカラーなど、全5モデルが新たに登場。安全性やデザイン性の高さに加え、これからの季節
に最適なカラー展開や防寒性に優れたシューズは、普段使いからクリスマスギフトまで、さまざまなシチュエーション
でお使いいただけます。 

また、今回の発売を記念して、FLY PONY Instagram公式アカウント（@flyponyjapan）では、プレゼントキャンペーン
を11月3日（火）まで開催。アカウントのフォローとキャンペーン対象の投稿に「いいね！」をしていただいた方の
中から抽選で、FLY PONYのシューズもしくは、FLY PONYのキャラクターのぬいぐるみをプレゼントします。 

お子さまの足元に暖かさと彩りを添えるFLY PONYの最新コレクションで、楽しいホリデーシーズンをお過ごし
ください。 
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2020 FALL & WINTER COLLECTION　 

STORY 

ブランドのアイコンであるFly Ponyは、彼の大切な友人Lucや彼らの仲間とともに、魔法の森で探索をしながら一緒
に遊んでいました。ユニークな動物と出会ったり、木に登って星を一緒に見たり、星座のように星と星をつなげて色々
なものを想像したり、話をして笑ったり。魔法の森で楽しい時間を過ごすことができたFly Ponyは、Lucのために森
の中に小さな木の家 ”Tree House” を建てます。彼らは一緒にその家で過ごし、不思議な動物を見たり、星や流星
を見たり、宇宙船や宇宙飛行士が宇宙を彷徨っているのを見たり、とても幸せな1日を過ごしました。魔法の森から
の帰り道はとても暗く、Fly Ponyは、魔法を使って空中に浮かび上がるリングでみんなの足元を照らしながら、ゆっくり
と帰っていきました。 

NEW MODEL 

メタリックカラーと優れた保温性が特徴の2タイプのブーツ「MOON」「NOEL DREAM」と、ブランドの象徴である
翼を遇らった「FREE WING」「ULTRA WING」「NOEL ROUGE」の5モデルが新たに加わります。 

MOON  
マットシルバーと蛍光イエローのコンビネーションが印象的なブーツ。履き心地の良いフリースライニングとストッパー
付きドローコードの採用により、防寒機能に優れ、スノーシーンや冬のアクティビティでもお子さまの足元を暖かく
包み込みます。 

カラー：シルバー  
サイズ：15, 17 cm 
価格： ￥9,500（税込） 
素材： アッパー / 合成皮革、ファブリック 
 ライニング  / ファブリック    
 アウトソール / ゴム + EVA樹脂 

NOEL DREAM 
足首と背面部分にファー素材を配し、カラフルなグリッターが散りばめたソールを採用した、赤鼻のトナカイが
モチーフのブーツ。保温性と遊び心溢れるデザインを兼ね備え、真冬のお出かけが楽しみになる一足です。 
 
カラー：ゴールド 
サイズ：14.5, 15, 15.5, 17, 19 cm 
価格： ￥11,000（税込） 
素材： アッパー / 合成皮革 
 ライニング  / ファブリック    
 アウトソール / ゴム  
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NOEL ROUGE  
FLY PONYのブランドモチーフである翼をあしらったシリーズに、クリスマスカラーバージョンが登場。鮮やか
なルージュ（レッド）のアッパーに、グリーン、ネイビー、ホワイトのラインが映えるシューズです。  
カラー：レッド  
サイズ：12 - 13.5 cm 14 - 16 cm 
価格： ￥8,030（税込） ￥8,030（税込） 
素材： アッパー / 合成皮革 アッパー / 合成皮革 
 ライニング / ファブリック   ライニング / ピッグスキン 
 アウトソール / ゴム  アウトソール / ゴム  
  

ULTRA WING  

人気の「LIGHT WING」にハイカットタイプが新たに加わりました。脱ぎ履きしやすいようにタンが大きく開き、
ワンベルト仕様で足元をやさしくサポートします。また、翼部分のアウトラインに蛍光反射材を採用することより、
暗闇での視認性を高め、お子さまの安全を守ります。  
 
カラー：ホワイト、ネイビー、ゴールド  
サイズ：12 - 18 cm 
価格： ￥8,580（税込） 
素材： アッパー / 合成皮革 
 ライニング  / ファブリック    
 アウトソール / ゴム  
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FREE WING 
翼をあしらった人気の「WING」シリーズに、優しいパステルカラーとクールな印象のブラックラインの2タイプ
が加わりました。ワンベルトタイプで、脱ぎ履きしやすく、足首にフィットする設計です。 

カラー：マルチ、ホワイト 
サイズ：12 - 16 cm 
価格： ￥8,580（税込） 
素材： アッパー / 合成皮革 
 ライニング  / ファブリック    
 アウトソール / ゴム  

 

 

＜参考＞ 2020 FALL & WINTER COLLECTION　第一弾アイテム 

LIGHT WING 
カラー：ネイビー、ホワイト、グレー、ゴールド 

JOY BRUSH WOODLAND HUNTER 
カラー：ホワイト、ネイビー、ピンク カラー：ホワイト、ピンク 
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ABOUT FLY PONY 

2019 年12月に日本初上陸したフランスのベビー＆キッズ向けのシューズブランド『FLY PONY』は、ハイクオリティ
なシューズを12cm～19cmのサイズで展開しています。デザインコンセプトは、「お子さまのための魔法の世界」。
ブランドのアイコンであるユニコーン「Fly Pony」は、お子さまの探究心の象徴です。ブランドが描き出す世界を
通して、全てのお子さまの中に秘める無限に広がる才能や可能性を発信しています。  

長年の専門的な研究と経験のもと、歩行における発達過程を「立ち上がり、伝い歩きをする時期」「歩く時期」
「走ったり飛び跳ねたりする時期」の3段階に分け、それぞれの特徴に合った設計や厳選した素材を採用。また、
徹底的な製造管理を証明する検査証明書も付属し、安全で信頼できる製品を提供しています。普段使いをはじめ、
出産祝いやお誕生日、クリスマスギフトにも最適です。 

＜FLY PONY 取扱店舗詳細＞ 

FLY PONY OMOTESANDO SHOP l フライポニー 表参道ショップ 
住所  東京都渋谷区神宮前5-3-3 1F MAP  
TEL  03-6803-8588 
営業時間 11:00 - 20:00　＊年中無休 

FLY PONY ONLINE SHOP   l フライポニー オンラインショップ 
URL https://www.rakuten.ne.jp/gold/iroomshop/ 

ホームページ www.fly-pony.jp 
公式SNS Instagram  @flyponyjapan 
 Facebook   @flyponyjapan  
 Twitter  @flyponyjapan  

Instagram フォローキャンペーン実施中！ 
 
FLY PONYのInstagram公式アカウント（@flyponyjapan）をフォローと
キャンペーン対象の投稿に「いいね！」をしていただいた方の中から抽選で
FLY PONYのシューズ、もしくはFLY PONYのキャラクターのぬいぐるみ
（非売品）をプレゼントします。 

キャンペーン実施期間 ：2020年11月3日（火）まで 

＊日本国内にお住まいで、商品のお届け先が日本国内の方限定となります。 
＊既に@flyponyjapanをフォローしてくださっている方も選考対象となります。 
＊プレゼントのご当選は、InstagramのDM（ダイレクトメッセージ）より直接ご連絡します。DMを受信拒否設定をされて 
    いる方は、当選のご連絡ができないため、予め設定をご確認ください。 
＊シューズの種類はご指定いただけませんが、当選後にご希望のサイズをDMより承ります。 

 

PRESS CONTACT  

取材やサンプルのお貸出し、掲載等に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。 
FLY PONY PR OFFICE｜HOW INC. 
TEL：03-5414-6405　FAX：03-5414-6406 
MAIL pressrelease@how-pr.co.jp
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Gift Box
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