
│ 河内スリッパ │ 

❖企業概要 

 

  事業者番号  

 会社名 日本語 河内スリッパ  

   会社名 英語   

 創業・設立年  1955 

 業 種  スリッパ製造販売 

 主要製品  高級スリッパ（室内履用） 

 郵便番号  999-3511 

 会社住所  

 

 

 

山形県河北町谷地砂田 38 

 代表者  河内 秀夫 

 ＴＥＬ  0237-73-4048 

 ＦＡＸ  0237-73-3754 

 ＵＲＬ https://slippers.kahoku-
shokokai.jp/manufacturer/ 

 

 EC サイト  

 主な販売チャネル   

 国内外 EC 販売実績   

 対応言語  日本語 

  
 

  

 

 

  

 

 

 
❖創業者の想い・創業当時のエピソード 

米生産の副産物として大量に出る「藁」を利用した農家の草履づくりが河北町スリッパの起源といわれ

ています。1941年（昭和 16 年）、山形県の草履生産量は日本一を誇っていましたが、終戦後生活様式

が急速に変わり、履物も足袋から靴下へ、草履・下駄からスリッパ・サンダル・靴へと変化してきまし

た。1955 年（昭和 30 年）、弊社はいち早くスリッパ製造を開始し、現在のスリッパ生産日本一の礎を

築くとともに、その優れた技術を現在に伝えております。 

 
 

 

 
❖作者の想い、こだわり・地域との関わり 

小さな工場で 97 歳の社長を中心に丈夫で履きやすいスリッパづくりをモットーに製造しております。

長年培った確かな技術と丁寧な仕事で、時代のニーズに合った製品をご提供しております。これからも

皆様の足元へ、夏は涼しく、冬はぬくもりのあるスリッパをお届けして参ります。 

 
 

https://slippers.kahoku-shokokai.jp/manufacturer/
https://slippers.kahoku-shokokai.jp/manufacturer/


│ 河内スリッパ │ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  河内スリッパ 

 商品名  紅花刺繡スリッパ（前開き、ピタフ
ィット付）    

 一般名称  室内用スリッパ 

 素材  綿 100%、い草（畳） 

 製造担当者  岡田 かづ子 

 製造地  山形県西村山郡河北町 

 商品サイズ  M（23-26cm）、L（26-28.5cm） 

 商品重量  M 200g、L 230g 

    

 

紅花は山形県花であり河北町の「町の花」です。当地では
室町時代の昔から紅花が盛んに栽培され、江戸時代から明
治初期にかけては最上川舟運の集積地として栄え、上方文
化と直結した優れた文化遺産を残してきました。伝統ある
河北スリッパの歴史とレガシーを表現してみました。       
色：カーキ、レッド、ブルー 

 

 

 ブランド名  河北スリッパ 

 商品名  唐草長寿草履 

 一般名称  室内用草履 

 素材  綿 100%、い草（畳） 

 製造担当者  岡田 かづ子 

 製造地  山形県西村山郡河北町 

 商品サイズ  S (20-23cm)、M (23-26cm)、 
L (26-28.5cm)    

 商品重量  S 180g、M 190g、L 240g 

    

 

生命力が強く途切れる事無く蔓を伸ばしていく事から「繁
栄、長寿」の意味があり、縁起の良い唐草模様。「健康、長
寿」の願いを込めて一つ一つ丁寧に作り上げました。 

 

 
 ブランド名  河北スリッパ 

 商品名  唐草長寿スリッパ 

 一般名称  室内用スリッパ 

 素材  綿 100%、い草（畳） 

 製造担当者  岡田 かづ子 

 製造地  山形県西村山郡河北町 

 商品サイズ  S (20-23cm)、M (23-26cm)、 
L (26-28.5cm)    

 商品重量  S 180g、M 200g、L 230g 

    

 

生命力が強く途切れる事無く蔓を伸ばしていく事から「繁
栄、長寿」の意味があり、縁起の良い唐草模様。「健康、長
寿」の願いを込めて一つ一つ丁寧に作り上げました。 

 



│ 河内スリッパ │ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  河北スリッパ 

 商品名  LUCE sotonui（ルーチェ外縫い） 

 一般名称  室内用スリッパ 

 素材  コーデュロイ（綿 100％） 

 製造担当者  岡田 かづ子 

 製造地  山形県西村山郡河北町 

 商品サイズ  S (20-23cm)、M (23-26 ㎝)、 
L (26-28.5cm)、LL (30cm)     

 商品重量  S 130g、M 150g、L 200g、LL 250g 

    

 

軽くて温かくオシャレなステッチ入り外縫いスリッパ。ベ
テラン職人が一足一足丁寧に仕上げ履き心地抜群。カラー
バ リ エ ー シ ョ ン 8 色 。 お 気 に 入 り を 足 元 に ！           
色：レディーレッド、オリーブグリーン、ブラック、ハニ
ーイエロー、アッシュグレー、コバルトブルー、チョコレ
ートブラウン、ナチュラルホワイト          

 

 

 ブランド名  河北スリッパ 

 商品名  さらりっぱ（草履） 

 一般名称  室内用草履 

 素材  綿 100%、間伐材使用の和紙 

 製造担当者  岡田 かづ子 

 製造地  山形県西村山郡河北町 

 商品サイズ  M（23-26cm）、L（26-28.5cm） 

 商品重量  M 220g、L 240g 

    

    

 

「足は第二の心臓」足の健康は全身の活力を生みます。外
反母趾・内反小趾など足のトラブル防止。リラックスタイ
ムにどうぞ！ 

 

 

 ブランド名  河北スリッパ 

 商品名  さらりっぱ（前開き） 

 一般名称  室内用スリッパ 

 素材  綿 100%、間伐材使用の和紙 

 製造担当者  岡田 かづ子 

 製造地  山形県西村山郡河北町 

 商品サイズ  M（23-26cm）、L（26-28.5cm） 
（左右あり）    

 商品重量  M 200g、L 230g 

    

 

間伐材を利用しパイル状にした和紙糸マットを中敷きに使
った前開きタイプスリッパ。硬めのコシが足裏に心地よく、
丸洗いも出来る軽い履き心地！ 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  河北スリッパ 

 商品名  どっと草履（和紙マット） 

 一般名称  室内用草履 

 素材  綿 100%、間伐材の和紙 

 製造担当者  岡田 かづ子 

 製造地  山形県西村山郡河北町 

 商品サイズ  M（23-26cm）、L（26-28.5cm） 

 商品重量  M 200g、L 240g 

    

    

 

足裏に心地よく、さらりとした感触。ボーダー柄の和紙マ
ットで足元から元気にと作りました。                                       
色：ピンク、イエロー、グリーン、ブルー 

  

 

 ブランド名  河北スリッパ 

 商品名  カラフルソフトスリッパ 

 一般名称  室内用スリッパ 

 素材  甲-綿100%、中敷-ポリエステル30%、
綿 70%    

 製造担当者  岡田かづ子 

 製造地  山形県西村山郡河北町 

 商品サイズ  S (20-23cm)、M（23-26cm)、 
L（26-28cm）    

 商品重量  S  120g、M 150g、L 180g 

    

 

型崩れなし。丸洗い OK。コロナ禍の中、足元から元気に
との思いを込めて作りました。                 
色：ピンク、イエロー、グリーン、ブルー、ホワイト、ブ
ラック（6 色） 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


