
OUR STORY

Fucyu city, Hiroshima in which the artisan spirits are still alive in Japan.

Nichiman has been working on rubber products since more than 80 years

ago in Fucyu.

We moved in on the footwear market from rubber product, and opened up

a new product quickly for fashion footwear.

We launched a new brand "SPINGLE MOVE" by take advantage of the quality

and technology of  Japan made shoes.

In addition, we became a company that attracts attention by collaborating

with famous brands.
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広島県府中市は未だ日本で職人気質の息づく街です。
ニチマンは 80 年以上も前からゴム製品を手掛けてきました。
弊社はゴム製品から靴の市場に進出し、またいち早くファッションシューズ

を開拓していきました。
日本製の靴の品質と技術力を活かした自社ブランド "spingle move" の立上げ、

さらに、弊社は有名ブランドとコラボレーションすることで注目される企業

となりました。



Leather
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KITEN is  a high quality Japanese factory brand.

Our Japanese artisans, specializing into vintage

 and luxury styles, carefully choose the finest

 materials, and spend so much time and efforts in

the production, and then the gorgeous character 

of genuine leather is  brought by unique finishing

 techniques.

KITEN は高いジャパンクオリティーの日本の

ファクトリーブランドです。

ヴィンテージ＆ラグジュアリーをテーマに熟練し

たクラフトマンだからこそ出来る、選び抜いた

素材、製法、手間をかけた独自の仕上げ方法で革

本来のもつ魅力を最大限に生かすジャパンクオリ

ティーのファクトリーブランドです。

Our factory(ASKUSA, JAPAN)  is dealing  deeply for

 over 20 years with INCAS company. 

INCAS COMPANY  started work from Santa Croce.

INCAS  is the one of the few companies which have

 own waste water treatment. 

Their best selling are shown as calf Leather  which 

made in the traditional way.

To put it in a nutshell, We are  dealing about 

INCAS calf  by special tailoring price from 

the company.

我々の工場はインカス社との関係は深く２０年来

のお取引をさせて頂いております。

インカス社はサンタクローチェで始まり独自の

排水処理を持つ数少ない企業の 1つです。

ベストセラーは昔ながらの製法で造られる

カーフレザー（レジーナ）が上げられます。

インカスカーフ（レジーナ）に関しては

テーラーメイドプライス（特別仕立て価格 ) での

お取引をさせて頂いております。



Patiner Finishing
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KT-023

BLACK

Strong point of the factory is finishing  shoes

 which processed from shoes.( as final process)        

We make glossy and taranperency shoes by 

using shoe cream nad use repeatedly and other  

kind of different shoe cream.

Honestly to say,  this fininshing is poor production

 as spending time a lot. But it can be felt warmth in

 craftman's hearts.

工場のストロングポイントとして上げられるのが

製品としてからのアンチッククリーム仕上げによる

フィニッシング。

クリームを塗ってはブラシンッグ、また違う

クリームを塗っては違うブラシでブラッシンッグを

すると言う種類の違うクリーム＆ブラシンッグを

行う事で艶と透明感を出していく。

手間暇かけた仕上げは生産効率は悪いが１足１足

丁寧に仕上げる職人のあたたかさが感じられる

仕上げです。
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KT-023

KT-024

Size

MENS

EU 40

25 25.5 26.0 26.5 27.0

41 42 43 44

JPN
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We launch a new brand "KITEN" which 

products are preference of 50years old 

craftman's technique,  receipe of meterial, 

fininshing process of shoes as all weapons.

創業から50年以上続く職人の技術と素材のノウハウを生かした

製法や最終フィニッシュ（仕上げ）に拘る商品作りを最大の武器とし

新ブランド「キテン」を立ち上げました。


