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現代の名工 三村仁司氏との契約後初、「日本人を速くするシューズ」が完成 

『adizero TAKUMI』 1/30(月)登場！ 
新開発のソールユニットと高機能メッシュを搭載し日本人特有のリズミカルな走りをサポート 

 

マルチスポーツブランドのアディダス ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区矢来町、代表取締役：ポール・ハー

ディスティ）は 2012年 1月 30日（月）より、“日本人を速くする”ためのシリアスランナー向けランニングシューズ

「adizero TAKUMI sen（アディゼロ タクミ セン）」＜レーシングモデル＞および「adizero TAKUMI ren（アディゼロ 

タクミ  レン）」＜トレーニングモデル＞を全国で発売いたします。 

『最近世界で勝てない日本人をもっと速くしたい───』 この思いを実現するために、日本人のためのシューズ

として 2005年に誕生して以来数々の記録を作ってきた「adizero（アディゼロ）」の開発チームに、靴職人 三村仁

司氏を迎え入れ「adizero TAKUMI」は生まれました。アディダスの市販モデルとしては初の同氏とのコラボレーシ

ョンで、「adizero TAKUMI」開発チームが徹底的にこだわったのは、日本人ランナーを速くするための「ソール」と

「フィット感」です。 

まず、「日本人特有のリズミカルな走りを考慮したソールであること」に 

こだわり、スピードへの乗りやすさを徹底的に追及した新ソールユニット 

「Dual Sprint sole syste-M（デュアル スプリント ソール システ－エム）」 

を新開発しました。着地の衝撃をそのまま推進力に変える「フルレングス 

高反発 EVA」（右図グレー部）と、高い軽量性が特徴でかかと周りの安定 

性を高める「Lite EVA」（右図赤色部）の 2層構造のミッドソール構造、 

そして蹴り出し時のスナップ効果を高め力強い蹴り出しを可能にする、 

かかとからつま先まで伸びた「SPRING TORSION」によって、前足・後足の高低差を少なく、スムースな足の抜け

を実現しています。 

またアッパーには、三村仁司氏のこだわりを追求した高機能メッシュ「Mim-Lite（ミムライト）」を採用しています。

アディダスと三村氏の共同開発による「Mim-Lite」は優れた軽量性と通気性、撥水性、寸法安定性により、優れ

たフィット感を実現しています。 

2010年 1月にアディダスと専属アドバイザー契約を締結した三村仁司氏は、靴作りの名工として過去に数多くの

トップアスリートのシューズ作りを手がけ、選手たちの輝かしい功績をサポートしてきました。三村氏はアスリート

の足を競技中のケガから守り、最高のパフォーマンスを引き出すシューズを生み出す、日本を代表する『靴作り

の名工』です。 

今後、アディダスでは「adizero TAKUMI」発売を記念して、より多くの方に「adizero TAKUMI」および三村仁司氏

の魅力を知っていただくためのイベントや、次世代アスリートである高校生ランナーを応援する取り組みを予定し

ています。詳細は追ってお知らせいたします。 

一般のお客様からのお問い合わせ先 

アディダス グループお客様窓口 TEL：0120-810-654 （土日祝除く、9:30～18:00） 

http://www.adidas.jp/


※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

Footwear 2012 SS Running

名工 三村仁司氏との共同開発による「adizero TAKUMI」誕生!!
アディダスでは、ランニングシューズの名工 三村仁司氏との共同開発

による、「日本人を速くする」ための機能性を追求したランニングシュー

ズ「adizero TAKUMI　（アディゼロ 匠）」を発売いたします。

「adizero TAKUMI」は、アディダスが「adizero」シリーズでこれまで培っ

てきた数々のテクノロジーと、数多くのトップアスリートの走りを支え続

けてきた三村仁司氏のノウハウを凝縮した初の共同開発モデル。マラ

ソンや駅伝に挑むシリアスランナーに向けたレーシングモデル「adizero 

TAKUMI sen」とトレーニングモデル「adizero TAKUMI ren」をラインナッ

プいたします。

「adizero TAKUMI」は、アディダス契約日本人ランナーも着用予定。

発売は1月30日（月）となります。

adizero TAKUMI sen
アディゼロ  匠 “戦”　　¥15,750　（本体価格¥15,000）

マラソンや駅伝に挑むシリアスランナーに向けたレーシングモデ

ル。2種類のEVA素材を組み合わせた「Dual sprint sole syste-M

（デュアル スプリント ソール システ－エム）」を採用し、新たにスプ

リントフレームやスプリングトルションなどのソールテクノロジーを搭

載することで、スピードへの乗りやすさを追求。

アッパーには、三村氏のカスタムメイドシューズ作りのノウハウを生

かした高機能メッシュ「Mim-Lite（ミムライト）」を採用し、優れた軽量

性・通気性・撥水性を実現しています。

シュータン、ヒールライニング、ソックライナーカバーには吸水速

乾、肌離れに優れた機能素材「COOLEVER（クーレーバー）」を使

用。microFITレーシングラスト採用。カラーは2色を展開。

シューズ重量 / 約170g（27.0cm片足）　サイズ / 22.0～30.0cm

クッション性&安定性を高めたトレーニングモデル“練”も同時発売

ヒールから前足部まで伸びたスプ

リングトルションを搭載。着地の衝

撃を効率よく反発力へと変換する

ことで、走りに快適なリズムをもた

らします。同時に蹴り出し時のス

ナップ効果を高め、力強い蹴り出し

を促します。

タイヤメーカーであるコンチネンタ

ル社との共同開発による「コンチネ

ンタルラバー」を採用。従来素材と

比較し濡れた路面で約39％、乾い

た路面で約32％（当社比）上回る

グリップ性により、蹴り出し時のパ

ワーロスを軽減します。

スプリントフレームを採用した「Dual sprint sole syste-M（デュア

ル スプリント ソール システ－エム）」を採用。

フルレングスの高反発EVA（イエロー部分①)が着地の衝撃を推

進力に変換。同時に反発力を抑えたヒール部のLite EVA（ホワ

イト部分②）が安定性を高めます。異なるEVA素材を組み合わせ

た２層構造により、高反発でありながらも安定性を高めたミッド

ソール構造を実現しています。また、スプリントフレーム（③）によ

りヒール部のホールド性をさらに高めています。

アッパーには、三村仁司氏のこだわりを追求した高

機能メッシュ「Mim-Lite（ミムライト）」を採用。アディ

ダスと三村氏の共同開発による「Mim-Lite」は、優

れた軽量性と通気性に加えて、高い撥水性も実現

しています。

ラストの形状を忠実に反映するため、特殊な軽量

シートを熱成形したヒールカウンターを採用。さらに

極薄のTPU素材を熱圧着し補強することで、軽量か

つ優れたフィット感のヒールを実現しています。

「日本人を速くする」ための機能性にこだわったレーシングモデル

adizero TAKUMI ren M
アディゼロ  匠 “練” M　　¥13,650　（本体価格¥13,000）

シューズ重量 / 約195g（27.0cm片足）　サイズ / 24.5～30.0cm

シリアスランナー向けのトレーニングモデ

ル。「adizero TAKUMI sen」より大型のスプ

リントフレームを搭載し、2種類のEVA素材

を組み合わせた「Dual sprint sole syste-M 

（デュアル スプリント ソール システ－エム）」

を採用することにより、クッション性と安定

性を高めています。メンズモデル、ウィメン

ズモデル、ワイドモデルを展開。

商品番号 V20212

ウルトラポップ S12× ブラック

× ウルトラパープル S12

商品番号 V20211

コアエナジー S12× ウルトラグロー S12

× ウルトラグロー S12

adizero TAKUMI ren W
アディゼロ  匠 “練” W

¥13,650　（本体価格¥13,000）

シューズ重量 / 約170g（24.0cm片足）　サイズ / 22.5～26.0cm

商品番号 V20213

ランニングホワイト × ブラック

× ハイエナジー S12

adizero TAKUMI ren Wide
アディゼロ  匠 “練” ワイド

¥13,650　（本体価格¥13,000）

シューズ重量 / 約200g（27.0cm片足）

サイズ / 22.0～30.0cm

商品番号 V23748

エレクトリシティ × ブラック

× ハイエナジー S12

商品番号 V20391

ウルトラグリーン S12×

ブラック × エレクトリシティ

商品番号 V21037

コアエナジー S12× ブラック × エレクトリシティ

商品番号 V23747 / ウルトラポップ S12

× ブラック × ランニングホワイト

①
②

③

アウトソールの前足部に「DSPク

イックストライク」を採用。ランダム

に配置されたラバーが、様々な路

面状況においても優れたグリップ

力を発揮します。

Dual sprint sole syste-M

三村氏のカスタムシューズ作りのノウハウを反映したフィット感

読者、一般のお客様からのお問い合わせ先

アディダスグループお客様窓口　TEL：0120-810-654  （土日祝除く、9:30〜18:00）

www.adidas.jp/running


	Web用【adidas_Running】TAKUMI_PressRelease20120110.pdf
	Web用【adidas_running】2012SS_TAKUMI_20120110

