【アディダス： 2012 年ロンドンオリンピックフットウェア】
創設者アディ・ダスラーの信条である「Lighter Equals Faster（より軽い＝より速い）」を忠実に守り続ける
adidas では、2012 年ロンドンオリンピック及びパラリンピックに向けて、同社史上最も軽量性に優れたレン
ジの一部として全 41 種類にも及ぶシューズを提供します。
同社が 2008 年北京オリンピックに提供したシューズと比べても平均 25%軽くなった今回のレンジでは、オリ
ンピックの情熱を反映するかのように、鮮やかに輝くレッド・カラー(1)がすべてのシューズを彩っています。
adizero Prime SP（アディゼロ プライム SP） 【短距離】
adizero Prime SP は、2008 年北京で着用された adizero Demolisher（アディ
ゼロ デモリッシャー）よりも 62%も軽い、僅か 99 グラム*の重量を誇る史上最軽
量のスプリント・スパイクです。
米国を代表する短距離走者（スプリンター）であるタイソン・ゲイ、そして英国の
7 種競技選手、ジェシカ・エニスとともに開発されたこのシューズは、（「ライバル」
に最も近い存在とされる競合製品よりも 50%薄い）1.3 ミリのカーボン・プレート
を搭載しています。軽量性と安定性を両立させるため、sprintweb（スプリントウ
ェブ）アッパーはほぼ全面がシームレスな作りで、アスリートはよりレースに集
中することができます。adizero Prime SP は軽量性に優れていると同時に、強
度も申し分なく、パワフルなスプリンターをしっかりとサポートしてくれます。
adizero Prime Accelerator（アディゼロ プライム アクセレレイター）【短距離】
adizero Prime Accelerator は、世界でもっともパワフルなスプリンターたちの
ために作られたシューズで、制動力を下げつつ、加速度を伸ばすように設計さ
れています。スプリントウェブ・アッパーは、2008 年北京オリンピックでの同様の
合成フットウェアと比べても、同一レベルのサポートを保ちつつ、30%の軽さを
実現しています。
adizero Prime Finesse（アディゼロ プライム フィネス） 【短距離】
adizero Prime Finesse スプリント・スパイクは、かつての adizero Powersprint
と比べても、オリジナル版の重量 180 グラムに対して、130 グラム*と大幅に軽く
なっています。スプリントウェブ・アッパーはこれまでのシューズと変わらないサ
ポート性を実現しながらも、30%の軽量化に成功。adizero Accelerator と似た
特徴を持つ adizero Prime Finesse は、より柔軟性に富み、トラック競技にも理
想的とされています。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(1)： 体操及びトランポリン競技用シューズを除く。
*27.0 ㎝ 片足
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adizero Avanti 2（アディゼロ アバンチ 2） 【中・長距離】
adizero Avanti 2 は、adidas がこれまでに作った長距離走用スパイクの中でも
っとも軽く、最高レベルのパフォーマンスを実現します。ソックライナーの「あそ
び」部分を取り除き、ミッドソールの位置を 3 ミリ低くし、さらにサイズを 20%縮め
たピンを取り入れることで、ランナーの足からトラックまでの距離が 7 ミリ狭まり、
足とトラックの接触時間も短くなりました。adizero Cadence 2 の兄弟モデルとも
いえる adizero Avanti 2 には、障害物競走に出場するランナーのための排水用
ホールがソール部分に付け加えられています。
adizero Cadence 2（アディゼロ ケイデンス 2） 【長距離】
adizero Cadence 2 は、トラック、もしくはクロスカントリーでの使用が可能な長
距離走用スパイクで、ステッチド・ヒール・カップにより長距離レース中のサポー
トを強化しています。クッション性と耐久性を最大化した特性は、トラックシュー
ズとしての汎用性を高めるように設計されたものです。サイズを 20%縮めたピ
ン・レセプタクルにはランナーの足とトラックの距離を狭め、パワーの伝達を高
める効果がある一方で、標準装備のコンプレッション・ピンはエナジー・リターン
を改善し、加速度をアップしてくれます。また、全面シャークスキンのアウトソー
ルもトラック、或いは路面上でのグリップを強化しています。
adizero MD 2（アディゼロ MD2） 【短・中距離】
adizero MD 2 は、デイヴィッド・ルディシャ（ケニア）が二度にわたって 800m 走
の世界記録を更新するのを支えた一足です。主に 800m 及び 1,500m を走るラ
ンナーのために作られたシューズは、30%軽くなったスプリントウェブ・アッパー
が、かつての合成アッパーと同様のサポートを提供し、特殊な pebaxTM ナイロ
ン・プレートが優れたエナジー・リターンとトラックの感触をもたらします。
adizero Japan 2（アディゼロ ジャパン 2）
男子マラソンにおける「史上最速レース」の記録を見てみると、その 1 位から 3
位までを adizero Japan のいずれかのモデルを履いて優勝したランナーが独占
しており、その中には 2011 年のベルリン・マラソンで記録を 21 秒も更新してみ
せたケニアのマラソン走者パトリック・マカウも含まれています。この夏にはハイ
レ・ゲブレセラシエが使用を予定している adizero Japan の最新モデルは、オリ
ジナル版よりもエナジー・リターンが改善され、中足部の安定性やクッション性
が高まり、より優れたフィット感がレースの始めから終わりまで持続する適応ヒ
ール成型（adaptive heel moulding）を取り入れています。さらに、コンチネンタ
ル・ラバーは、雨などで濡れた状況下にあっても、乾いた状態での競合製品よ
りも優れたグリップ性を発揮し、スリップやエネルギーの損失を防いだ「Zero
Slip, Zero Energy Loss」を実現しています。
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adizero Feather 2（アディゼロ フェザー 2）
僅か 190g*という軽さを実現した adizero Feather 2 は、アディダス史上最軽量
のランニングシューズです。サポート性、グリップ性、そして軽量性という 3 点の
絶妙なコンビネーションは、日々のトレーニング用に適したモデルです。今回の
アップデート内容としては、つま先からヒール部分まで引き伸ばされたスプリン
トフレームが miCoach 対応となったこと、そして全面スプリントウェブ・アッパー
による軽さを重視したサポートなどが挙げられます。また、インテリジェント・ラ
バー・ゾーニングの採用も、無敵のグリップ力と軽量化に貢献しています。
adizero HJ Stability（アディゼロ HJ スタビリティ） 【走り高跳び】
クロアチアの走り高跳び選手、ブランカ・ブラシッチと共同開発した adizero HJ
Stability は、より安定性に優れ、助走から踏切にかけて足をしっかりと導いてく
れるシューズを好むアスリートのために設計されたモデルです。以前のモデル
より 60 グラム*も軽くなり、また HJ Flow と同様に非常にソフトなスウェードのカ
ラーを取り付けることで足首部分への刺激を緩和し、全面シャークスキンのア
ウトソールが卓越したグリップをもたらします。
adizero HJ Flow（アディゼロ HJ フロー） 【走り高跳び】
adizero HJ Flow は、助走時における上昇力と加速度を高めます。HJ Stability
と同様に非常にソフトなスウェードのカラーが足首部分への刺激を最小化し、
全面シャークスキンのアウトソールがトラック上で無敵のグリップ力を発揮しま
す。HJ Flow のデザインは、助走時における自然な感覚を好み、踏切時には足
と足首を曲げられるようにしたいアスリートを意識したものです。

adizero LJ 2（アディゼロ LJ 2） 【走り幅跳び】
adizero LJ 2 は、アスリートが砂場へ向かって助走する際、スピードを上げられ
るように設計されています。後足部にメッシュ素材を取り入れたことで履き心地
の良さと通気性が向上し、反発性に優れた adiPRENE+構造が最大レベルの推
進力を確実なものとします。adizero LJ は、エナジー・リターン及び加速度を向
上させるコンプレッション・ピンを標準装備しています。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
*27.0 ㎝ 片足
3/9

adizero Shot Put 2（アディゼロ ショットプット 2） 【砲丸投げ】
adizero Shot Put 2 は、ボードに対してつま先を保護する追加的な側部クラッシ
ュパッドを搭載。改良したゴム素材を採用し、耐久性を強化した作りの Shot Put
2 は、ハイポリッシュ・エリアがスピンの速度を高め、ベルクロ・ストラップにより
足がしっかりとサークル内に固定されます。

adizero TJ 2（アディゼロ TJ 2） 【三段跳び】
adizero TJ 2 は、世界を代表する三段跳び選手のフィリップス・イドウ（英国）、
そしてオルガ・リパコワ（カザフスタン）とともに開発されたシューズで、アスリー
トは自らの＜ホップ、スキップ（ステップ）、ジャンプ＞にスプリンターの運動量を注
入できるようになります。非常にソフトなスウェードのカラーが足首部分への刺
激を最小限にとどめ、全面シャークスキンのアウトソールがより優れたグリップ
を約束。反発性に優れた adiPRENE+構造は選手の跳躍に最大級の推進力を
もたらします。

adizero Discus/Hammer 2（アディゼロ ディスカス/ハンマー 2） 【ハンマー投げ】
adizero Discuss/Hammer 2 では、前足部のハイポリッシュ・エリアがスムーズ
な回転を可能とし、スピードとコントロールを高める効果が得られます。地面に
1 ミリ近くなったシューズの「低さ」が重量を減らし、テクニックの向上を促します。
アッパーはレースとベルクロ・ストラップによりしっかりと固定する仕組みです。

adizero Javelin 2（アディゼロ ジャベリン 2） 【やり投げ】
adizero Javelin 2 のスプリントウェブ・アッパーは、これまで通りのサポートを損
なうことなく 30%の軽量化に成功。柔らかいカラーにより足首とアキレス腱にか
かる圧力を抑え、足首部分のフィット感を高めることで追加的なサポートを提供
しています。シューズをしっかりと足に固定するレースとベルクロ・ストラップも見
逃せません。

Feather Elite（フェザー エリート） 【バドミントン】
「軽くて速い」をモットーとする Feather Elite バドミントン・シューズは、コート周
辺での素早い動きを念頭に設計されました。エアー・メッシュの空気透過性が
通気を最大化し、丸みを帯びたヒールがアスリートの迅速な動きと素早い方向
転換を可能とします。さらに、履き心地の良さはもちろん、バドミントンという競
技に合わせたサポートと安定性を重視した特殊形状の成型ソックライナーを採
用しています。
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adizero Pro Model 0 2（アディゼロ プロ モデル 0 2） 【バスケットボール】
人気の高いオリジナル版の Pro Model にさらなる改良を加えた adizero Pro
Model 0 2 は、これまで以上の快適さ、より優れた通気性、そしてより確実な足
首部分のサポートをアスリートに提供してくれます。加えて、（PowerWEBTM ア
パレルでも使用されている）TPU ストライプを取り入れることでシューズの強度
をアップ。ノン-マーキング仕様のフル・ヘリンボーン・アウトソールは、シューズ
とバスケットボール・コートの間の摩擦を高めます。miCoach 搭載可能。

adipower Boxing（アディパワー ボクシング） 【ボクシング】
adipower ボクシング・シューズの開発にあたっては、ヒールからふくらはぎにか
けての頑丈なサポート・スパインにより、アスリートにさらなるパワーの提供を目
指しました。また、サポート性と空気透過性も主な特徴として挙げられます。統
合型の 3D 成型フォーム（泡）構造が足を完全に支え、軽量性に優れたメッシ
ュ・アッパーが最大級の空気透過性/通気性をもたらします。ヒール・サポートと
滑り止めのボクシング専用アウトソールがボクシングの頑丈な姿勢を確保する
一方で、前足部のクッショニングは快適な履き心地を持続してくれます。

adipower Fencing（アディパワー フェンシング） 【フェンシング】
多くのスポーツにおいて、優れたフットワークは不可欠とされるものですが、そ
れが特に当てはまるのがフェンシングです。adipower フェンシング・ブーツは、
足にぴったりした作りがピスト上での効率良い動きを可能とします。さらに、足
首を保護し、側面部を強化することで、安定した「突き」をサポートします。

adipure Trampoline（アディピュア トランポリン） 【トランポリン】
adiPURE トランポリン・シューズは、現在市場に出回っている中でも最も自然な
感覚が得られるトランポリン専用シューズです。重さはたったの 37 グラム*と、
まるで靴下のようなフィット感を意識したデザインで、ラバー・アウトソールによ
る保護/サポート面の強化も申し分ありません。

adipure Artistic（アディピュア アーティスティック） 【体操】
adipure アーティスティック・シューズは、僅か 49 グラム*という重さに、マイクロ
ファイバーのアッパー素材を搭載することで、信じられないほど密着性の高いフ
ィット感を実現。優れたサポート性、ホールド感、保護性を提供します。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
*27.0 ㎝ 片足
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adipower Stabil 10（アディパワー スタビル 10） 【ハンドボール】
世界トップ・レベルのプレーヤーたちとともにデザイン・開発された adipower
Stabil 10 は、そのパワフルなグリップと軽量性をもって「ハードコア」なプレーに
対応する作りです。サポート性と柔軟性に富むアッパーが安定性と保護性を提
供し、アウトソールの 3-ポイント・インパクト構造により、アスリートが着地段階
からロールオフへと移行する際の力の流れをサポートします。これにより、アス
リートは自らが持つパワーのすべてをアクションのひとつひとつに込められるよ
うになるのです。新開発のノン-マーキング・ラバー・コンパウンドは、あらゆる屋
内コート上でこれまで以上のグリップ性を発揮します。ひとつひとつの動きにお
いて、アスリートの持つ究極のパワーを解き放つ -- これをテーマに設計し、作
り上げられたシューズ、それが adipower stabil 10 です。
adizero Prime（アディゼロ プライム） 【ハンドボール】
adizero Prime のデザインにおけるテーマは、ハンドボールをプレーするアスリ
ートたちに「もっと速いスピード」を提供することです。軽さが際立つこのハンド
ボール専用シューズは、スプリントウェブ TPU アッパー構造を採用し、素早いス
トライクオフ、アクロバット的なジャンプ、スピード感溢れるターンを可能とします。
外部ヒールカウンターには後足部の安定化と動作を誘導する効果があり、新開
発のノン-マーキング・ラバー・コンパウンドを搭載したソールが、あらゆる屋内
コートに対応可能な卓越したグリップを提供します。そして最後に、解剖学的に
形状を整えた EVA インナー・スキンがアスリートに究極の履き心地を約束しま
す。
adipower Hockey（アディパワー ホッケー） 【ホッケー】
世界をリードするプレーヤーたちとともにデザイン、開発されたこの adipower
Hockey シューズは、フィールド（陸上）・ホッケーに新たなスタンダードをもたら
すフットウェアと言えるでしょう。この上なく軽いシューズは、メッシュ素材を採用
した前足部が軽量化と通気性の向上をもたらし、ピッチ内でのより素早い動き
を可能とします。さらに安定性を高めるために、ヒール部分を隆起させ、ソール
側面のグリップを強化しただけでなく、トルションシステムも取り入れて中足部
のサポートを強化しています。
adipower Rowing（アディパワー ローイング） 【ボート】
軽量性重視の adipowerローイング・シューズ は、（手漕ぎの）ボートの全体的な
重量を減らすことを考えて作られています。より強力なストロークのサイクルは、
よりスピーディーなレースを意味することから、このシューズもしっかりとストラッ
プで固定するデザインとなっています。硬くて軽いアウトソールは、極めて効率
良いかたちでフットプレートへのパワー移行を実現し、ベンチレーション・メッシ
ュによる優れた通気性と手袋のようなフィット感が、漕ぎ手にとってのボートの
感覚をより感じやすくする役目を果たします。
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Sailing（セイリング） 【ハイキング】
adizero と adipower のテクノロジーを取り入れた極めて特殊なハイキング・シュ
ーズです。拡張型のトウ・グリップは、漕ぎ手のエネルギーがダイレクトにボート
に伝わるようデザインされており、セイリングのコントロールをより確実なものと
します。

adipower Sailing（アディパワー セイリング） 【トラピーズ】
軽量かつ速乾性・保温性に優れたメッシュ・アッパーのトラピーズ・シューズは、
厚みのあるゴムで成形した側面部が漕ぎ手の足をしっかりとボートの船べりに
密着させてくれます。ハイキング・シューズと同様に後部に設置したレーシン
グ・システムは、靴ひもがボート内の備品等に絡みつくといったトラブルを防止
します。

adizero Table Tennis（アディゼロ テーブル テニス） 【卓球】
「世界最速球技」のひとつとされる卓球では、（選手が着用する）フットウェアに
おいても、可能な限りの軽量性をもってアスリートに素早いフットワークを確実
に提供することが必須条件です。adizero Table Tennis シューズは、クラス最軽
量ながらも、グリップ、クッショニング、バランスをすべて備えています。グリップ
感溢れるラバー・アウトソール、クッショニングの効いたトウ・エリアの adiprene
テクノロジー、そしてバランスと安定した左右のすり足に欠かせないオーバーレ
イが盛り込まれています。シューズを極限まで軽くするため、「第二の肌」のよう
に機能する単層合成素材、sprintskin（スプリントスキン）を搭載するとともに、
単層メッシュ素材が前足部・中足部の軽量化と通気性向上に貢献しています。
adipower Barricade（アディパワー バリケード） 【テニス】
adipower Barricade シューズは、テニスコートにおける究極の機能性と安定性
を提供します。adipower のテクノロジーとクッショニングを搭載したシューズは、
アスリートの自由な動きとターンを可能とし、長時間にわたる試合に求められる
サポート性を提供。極端な踏み込みや方向転換にも足を安定させてくれる
Barricade Claws（バリケード・クロー）を採用しています。
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adizero Feather 2（アディゼロ フェザー 2） 【テニス】
クラス最軽量、「速さ」と「低さ」を兼ね備えた adizero Feather 2 は、高速ゲー
ムにおいて多方向性のサポートをもたらします。新開発の microfit（マイクロフ
ィット）ラストがこれまでにないほどあらゆるタイプの足に対応するフィット感を
実 現 。 ど ち ら の フ ッ ト ウ ェ ア も miCoach の 利 用 が 可 能 で す 。 前 足 部 に
sprintweb（スプリントウェブ）、ヒール部分には sprintframe（スプリントフレー
ム）を搭載した adizero Feather 2 は、極端なカットを繰り返す動きの中でも確か
な安定性を約束します。
adizero Tempaia 2（アディゼロ テンパイア 2） 【テニス】
クラス最軽量、「速さ」と「低さ」を兼ね備えた adizero Tempaia 2 は、高速ゲー
ムに多方向性のサポートをもたらします。新開発の microfit（マイクロフィット）
ラストがこれまでにないほどあらゆるタイプの足に対応するフィット感を実現。
どちらのフットウェアも miCoach の利用が可能です。前足部に sprintweb（スプ
リントウェブ）、ヒール部分には sprintframe（スプリントフレーム）を搭載した
adizero Tempaia 2 は、極端なカットを繰り返す動きの中でも確かな安定性を約
束します。
adipure Essence Men（アディピュア エッセンス メン） 【テニス】
adipure Essence は、この上なく硬いコートでも信じられないほどの快適さを発
揮します。足の自然な姿勢を再現するようにデザインされたシューズは、柔軟
性と安定性を両立させた、地面すれすれの重心の「低い」パフォーマンスを可
能とします。

adipure Essence Women（アディピュア エッセンス ウィメン） 【テニス】
adipure Essence は、この上なく硬いコートでも信じられないほどの快適さを発
揮します。ウイメンズの adipure Essence は独特のフィット感を備えており、足
の自然な姿勢を再現するデザインが、柔軟性と安定性のある、地面すれすれ
の重心の「低い」パフォーマンスを可能とします。

Opticourt 2（オプティコート 2） 【バレーボール】
Opticourt 2 は、最高レベルのクッション性と快適さのコンビネーションが光る
高性能のバレーボール・シューズです。そのデザインは、ステップ毎の衝撃を
和らげ、動作や身のこなしを保護・誘導し、アスリートの高いジャンプとハード
なブロックを可能とします。耐摩耗性と安定性を高め、前足部を保護する TPU
グリッドに加えて、アウトソールの 3-ポイント・インパクト構造により、アスリート
が着地段階からロールオフへと移行する際の力の流れをサポートします。
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adipower Weightlifting（アディパワー ウェイトリフティング） 【重量挙げ】
adipower ウェイトリフティング・シューズは、バーベルを持ち上げる重量挙げ選
手にしっかりと安定した基盤を与えてくれます。柔軟性に優れた前足部はクリー
ン＆ジャーク競技における素早い足の位置取りを可能とし、ヒール部分の確か
なフィット感は足の先から脚部にかけてのパワー伝達を増強します。さらに幅
の広い、安定感抜群のコンプレッション-レジスタント・ヒールがパワーを持続さ
せる役割を担います。
adizero Wrestling（アディゼロ レスリング） 【レスリング】
通気性に優れたレスリング・ブーツは、リング内における最大級のスピードと敏
捷性を考えて設計されています。adizero ならではの「羽根のような軽さ」と柔軟
性を備えたデザインは、素早い動きを可能とし、スプリット・ラバーの前足部は
マット上での自由自在かつスピード感ある動きに対応します。また、風通しを良
くする側面部のメッシュ素材と、足を安定させながらも保護し、ヒール部分にか
けてしっかりとしたフィット感を実現しています。

Super Nova Glide 4（スーパー ノヴァ グライド 4）
【英国代表チーム表彰台用シューズ】
英国代表チームのためにデザインされたフットウェアは、人気の高い Glide フラ
ンチャイズをベースに、adidas の誇る FORMOTIONTM テクノロジーを搭載。より
軽量、より迅速、そしてよりダイナミックさを実現したシューズです。新開発の
zonemotion アウトソールは、トランジション（遷移）、グリップ、耐久性がそれぞ
れ改善され、アスリートにさらなるメリットをもたらします。同じく新たな GeoFit カ
ラーも不快感を和らげ、ヒール部分のフィット感をアップ。ちなみにアーチェリー
及び射撃に出場するアスリートたちも、こちらのシューズを着用する予定です。

adidas について
adidas は運動用フットウェア、アパレル、及びアクセサリー製品のグローバル・デザイナー、デベロッパー
（開発者）、マーケター（販売業者）であり、世界のリーディングスポーツブランドとなることを企業ミッション
に掲げています。adidas ブランドは、Reebok、TaylorMade、Rockport 等のブランドを含む adidas Group
企業に属しています。

＜了＞
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