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株式会社カンペールジャパン

Our Business
日本国内におけるカンペールのシューズおよびバッグの展開を行う会社を、サザビーリーグ
（日本）
とカンペール
（スペイ
ン）
の合弁で誕生させたのが2005年のこと。今では全国で約50店舗のカンペール・ショップを展開するまでに成長しまし
た。
今後も大人から子供まで幅広い世代に受け入れられる世界観を持ったライフスタイルブランドとして、人々に
「半歩先の
ライフスタイル」
を提案してまいります。
Our Brand
カンペールは、
スペイン・マヨルカ島で育まれた伝統の技術と製法を受け継ぎながら、斬新かつ洗練されたデザイン、
そし
て快適な履き心地で、
ヨーロッパを中心にグローバルで人気を誇るシューズブランドです。
自然に囲まれた地中海に浮かぶマヨルカ島。1877年、革靴の聖地イギリスで靴づくりの方法を学んだ職人がその技術
を持ち帰り、島で３世代に渡り磨き上げられてきた伝統と品質を基に、1975年に誕生したのが「カンペール」。現地の言
葉で「農夫」
という意味を持つこのブランドは、歴史、文化、地中海の風景からインスピレーションを受けながらも、
そこに
ユーモアや楽しさをプラスし、独自のライフスタイルを提案してきました。
イマジネーションあふれるクリエイティブなデザインは、常に世のアーティスト達を刺激し、
シューズやバッグのみならず、
その
ショップデザインに至るまで、様々なコラボレーションを生み出しています。
In 2005, SAZABY LEAGUE of Japan and CAMPER of Spain jointly founded a company to market CAMPER shoes
and bags in Japan. This collaboration has grown to include approximately 50 CAMPER shops across Japan today.
As a lifestyle brand with a worldview that has gained acceptance with people of all generations, from children to
adults, we will continue to suggest “half-a-step-ahead lifestyle.”
CAMPER is a global shoe brand especially popular in Europe for its comfortable fit and designs that combine novelty
and stylishness while maintaining traditional craftsmanship and manufacturing methods that were cultivated on the
Spanish island of Mallorca.
Mallorca, with its abundant nature, is located in the Mediterranean Sea. In 1877, a cobbler traveled to study
shoemaking in England, which has a rich heritage of leather shoes, and returned to the island armed with those
techniques. With a foundation of tradition and quality honed over three generations, CAMPER was born in 1975.
CAMPER means “peasant” in the local language. While inspired by history, culture, and the Mediterranean
landscape, humor and playfulness have been added to suggest a unique lifestyle.
The richly imaginative, creative designs consistently inspire artists and have spawned a range of collaborations, not
only for shoes and bags, but even for our shop designs.

