


「選択肢のある日常」が当たり前になる世界



手足に障がいがあってもスタイリッシュに履ける靴

Mana'olana （マナオラナ）は

ハワイ語で「自信」や「希望」

ハンディキャップを抱えるオーナーが

オシャレな選択肢を増やしたいと

自ら立ち上げました。

「病気や障がいを持っても、自分らしく装いたい」

という思いによりそい、

ブランドを通して

多く人の心の後押しをしていきます。

Mana'olana
Choose Your Life   ～自分で選ぶ、自分らしく装う～



下肢装具をつけているから。

手足にトラブルがあるから。

好きなデザインの靴を履くことを諦めているみなさ

まのために、私たちはどんな状況の方でも足元を

美しく魅せる靴の開発に取り組みました。

機能面重視の靴と一線を画し、オシャレな装いに

フィットするデザインを大切にしている、

唯一無二のブランドです。

障がいの有無に関係なく誰もが履ける靴。

お出かけには気分をあげてくれるファッションを

自由に楽しみたい。

そんなファッションの仕上げにMana'olanaの靴

はいかがでしょう。

1. 靴制作メーカーの方と打ち合わせ。
    ユーザー視点の細かな要望を伝える。
2. IMUA用に制作した木型。これで靴の形が決まる。

ファッションの仕上げにMana'olanaの靴を

靴へのこだわり
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多くのお客様の声に向き合うために、Mana'olana
はカウンセリングの時間を大切にしています。

まず多くの下肢装具ユーザーのみなさまからいた

だいた「片側だけあと半サイズアップしたい」と

いうリクエストに応え、すべての商品が左右サイズ

違いでご注文ができます。

また、装具を着けたまま足入れがしやすいように

履き口が大きく開くこと、そして一人でも脱ぎ履き

ができるよう、片手でも容易に着脱ができるしく

みをデザインに反映させることを心がけています。

EKAHI
1. セミオーダーでベルトの長さを調節可能。
2. 足元を安定させるイタリア製【ヴィブラムソール】を採用。

IMUA
3. 片手で開閉可能なドイツ製マグネットバックル【FIDLOCK】。
4. 装具の入りを考えカカトを広げた【アンクルワイド】と
     健足用の【アンクルスマート】。

OLINO
5. 足をホールドするストラップは、ベルクロで調整可能。
6. 幅広の足に対応するため、3段階の中敷を用意。

装具ユーザーに寄り添う、こだわりの機能
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EKAHIとはハワイ語で「１」を表す言葉です。まずは第1歩を
踏みしめて歩いて行こうという想いを込めて名付けられました。

スタイリッシュなセンスが光る、ラウンドトゥのモダンなデザイ

ンのストラップパンプス。デイリーシーンはもちろん、フォーマ

ルシーンにも相性抜群です。

下肢装具ユーザーの悩みにお応えして、左右サイズ違いを

一足ペアとしてご注文が可能。ストラップのセミオーダーも承

っています。

靴のラインナップ

EKAHI エカヒ
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SIZE 22.5 / 23 / 23.5 / 24 / 24.5

COLOR
MATERIAL

ブラック×ブラック
シープシルキー×スムースレザー

COLOR
MATERIAL

グレー×ブラック
エナメル

COLOR
MATERIAL

ボルドー×グレー
シープシルキー



25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5

IMUA

IMUAはハワイ語で「前へ」を表す言葉です。

浅草の職人が磨き上げた本革を使った、モンクスタイル。

フォーマルな装いはもちろん、ビジネスカジュアルシーンにも

ご使用いただけます。

障がいの有無に関わらず、どなたでも簡単に着脱が可能な

マグネット式バックル【FIDLOCK】を採用。

左右サイズ違いを一足ペアとしてご注文が可能です。

イムア
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COLOR
MATERIAL

ブラック／ブラウン
本革キップ

SIZE

2020年グッドデザイン賞受賞



Olino（オリノ）は、ハワイ語で「光」を表す言葉です。

人気のスクエアトゥに足元をすっきり見せるＶライン。さらに

ゴールドの美錠がアクセントになったストラップが、女性らしい

足元を演出。

甲高、幅広の方はもちろん、左右のサイズが違う方のために、

付属の厚みの違う2枚のインソールを自由に組み合わせること
によって、微調整が出来るようにしました。さらに 0.5足販売
も承っております。

靴のラインナップ
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21 / 22 / 23 / 23.5 / 24 / 24.5 

COLOR

MATERIAL
ローズピンク
型押

COLOR

MATERIAL
ブラック
スムースレザー

COLOR

MATERIAL
ベージュ
シープスキン

SIZE

OLINO オリノ



「靴も人生も諦めない」

シンプルにカッコよく、そしてエネルギッシュに。

おしゃれを楽しみ、変化を楽しみ、人生を楽しむ。

年を重ねても、

たとえ身体に思わぬ何かが起こっても

自分らしいライフスタイルを大切にし、

気張らず、気取らず、心からファッションを楽しみたい方へ

いつまでもあなた自身が輝いていられる、

そんな商品やサービスを提案します。

オンラインショップは https://luyl.shopselect.net/ 

SELECT SHOP Mana'olana

セレクトショップ

セレクトショップ マナオラナ

Knock on the DOOR

Mana'olana

Mana'olana
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LUYL Inc. 

ライルのサービス
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多くの福祉用品やユニバーサルデザインは、何らかの不自由がある人が
使いやすくなるように、機能を重視する傾向があります。
しかしそれは果たして、ユーザーの心をも満たすものになっているでし
ょうか。LUYLにはその答えがあります。

インクルーシブプロダクト開発の実績とノウハウで、障がい当事者の意
見をプロダクトに取り入れ、本当の意味でユーザーの心に寄り添った商
品開発のお手伝いをいたします。従来の手法に誰かの不便な視点を取
り入れることで、より多くの方に喜ばれる商品が生まれます。
コラボレーションによる商品開発、ユーザー定性調査も行っています。
ぜひご相談ください。

ご依頼は https://manaolana.jp/contact/

インクルーシブデザインプロダクト コンサルティング

誰もが欲しくなるデザインに、必要な機能をプラスアルファ。

2019年11月7日設立

MISSION

誰にとっても「選択肢のある日常が当たり前になる」世界を築き 

誰もが自分らしく生きられる世界を創ります

CONSULTING 

2017年 9月 埼玉県主催さいたまスマイルウーマンピッチ 2017
  キャリアマム賞受賞　
2018年 2月 内閣府共催 J300 in TOKYO 2017
  女性起業家アワード特別賞受賞
2018年 2月 東京都女性キャリア＆起業家支援プロジェクト
  優秀賞受賞
2018年 7月 公益社団法人日本青年会議所事業創造会議主催 
  地域未来投資コンテスト
  内閣総理大臣賞 グランプリ受賞
2019年 1月 彩の国ベンチャーマーケット
  埼玉県産業振興公社理事長賞受賞
2019年 10月 川口産業振興公社主催
  新商品開発振興奨励金受賞

受賞歴

株式会社LUYL代表の布施田祥子が、これまでの自身の体験をもとに
「心のバリアフリー」や「自分らしく生きること」など様々なテーマで
講演活動を行っています。

企業、教育機関、医療機関等実績多数
ご依頼は https://manaolana.jp/lecture/

RECTURE
 講演、ワークショップ

インクルージョン、多様な人々が互いに個性を認め、

一体感を持つ社会のために。

Light Up Your Life 



SACHIKO FUSEDA  LUYL Inc.  CEO
1975年東京都出身 雑貨、アパレル、ジュエリー業界で勤務

2011年の夏、出産後 8日目に倒れ、12日間意識を失いました。
左手足に麻痺障がいが残り、最初は起き上がることもできま
せんでした。それでも前をむいて、生きて行こうと思えたのは、
母がかけてくれた言葉のおかげでした。
「娘の為にもまた家族で笑えるようにがんばろう。」
娘や家族の存在が私に生きる力を与えてくれました。

そして、大好きな嵐の存在にも助けられました。医師には寝
たきりになると言われました。

それでも、5か月後に予定されていたナゴヤドームでのライブ
には必ず行ける。
そんな「根拠のない自信」は私に奇跡をもたらしたのです。

二年の月日が流れ、やっと家族で笑える日が来たのもつか
の間、十代から患っていた持病が悪化し、大腸全摘すること
になりました。
「なぜ私ばかり？生きている意味はあるの？」
私は再び暗闇の底へ突き落とされました。

けれど、そんな暗闇から救ってくれたのも両親でした。
「辛いのは自分だけじゃない。捉え方次第で未来は変わる」
わずかに光が差した気がしました。
そして私はまた未来に向かって歩き始めることが出来た
のです。

困難は自分自身が成長するために、神様が与えてくれた宿
題のようなもの。
病気や障がいを負い、どんなにつらい経験があったとしても、
支えてくれた人たちのお陰で、私は今笑って家族と過ごすこ
とができています。
その人たちの為にも、私はこの経験を最大限生かし、これ
からも自分らしく輝いていたいと心から思っています。

Lights Up Your Life
「誰もが自分らしく輝ける生き方を自ら選択し、
人生を光輝かせていく。
そして、その光がまた誰かの道しるべになるように。」
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プロフィール



株式会社 LUYL
埼玉県川口市飯塚 1-2-16川口ホームズ１F   048-400-2717   info@manaolana.jp   https://manaolana.jp


