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サッカー日本代表 新オフィシャル ホーム ユニフォーム 
アディダスと日本サッカー協会は、2014 FIFAワールドカップ ブラジル

大会に向けた、サッカー日本代表 新オフィシャル ホーム ユニフォーム

を発表いたします。

サッカー日本代表 新オフィシャル ホーム ユニフォームのコンセプト

は、「円陣」。すべてをかけて2014 FIFAワールドカップ ブラジル大会

に挑み、これまで以上の勝利をつかむために、今こそ選手とサポーター

がひとつとなり「円陣」を組んで戦おう。その決意を、ユニフォームに

表現しました。

ユニフォームの背面に施された鮮やかなネオンカラー（蛍光色）の一本

線は、代表選手がすべてをかけるピッチ上で「円陣」を組んだ際に、選

手とサポーターの強い絆と勝利への想いをこめた、ひとつの大きな輪と

なるようにデザインされています。

また、ユニフォームの左胸にはエンブレムを中心に広がる11本のライン

を採用し、「円陣」を組んだ後、戦いに向けてピッチへと広がる選手た

ちを表現しています。

機能面においても、新たに軽量ポリエステル素材「adizero la･ito（アディ

ゼロ ラ・イト）」を採用。フットボール ユニフォームとしてアディダス

史上最軽量を実現することで着用感と動きやすさを高め、選手のさらな

るパフォーマンス向上をサポートします。

サッカー日本代表 新オフィシャル ホーム ユニフォームは11月14日よ

り発売。サッカー日本代表は、11月16日の国際親善試合より着用いた

します。

サッカー日本代表 ホーム オーセンティックユニフォーム S/S
¥13,900 （税抜）
G85281 / ジャパンブルー×ホワイト×ポップ
サイズ / S, M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO

香川 真司 選手
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デザイン
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テクノロジー

大きな「円陣」を描く背面の一本線

「円陣」をコンセプトにしたユニフォームの背面には、前ユニフォームの象

徴である「結束の一本線」を継承。毛筆で書かれた一本線は、選手とサポー

ターの強い絆と勝利への強い想いを表現したもので、選手がピッチ上で「円

陣」を組んだ際に、ひとつの大きな輪となるようにデザインされています。

11本のライン
ユニフォームの左胸には、

エンブレムを中心に広がる

11本のラインを採用。「円

陣」を組んだ後、試合開始

に向けてピッチへと広がる

選手を表現しています。ま

たストッキングにも「円

陣」を表現した11本のライ

ンが施されています。

鮮やかなネオンカラー（蛍光色）

ユニフォーム背面の「結束の一本線」や袖口にはネオンカラー（蛍光色）を

採用。従来の赤よりも鮮やかな蛍光レッドが、ピッチでの選手の存在感をさ

らに高めます。

サッカー日本代表 ホーム オーセンティック ユニフォームは、さらなる軽さを追

求した素材「adizero la･ito（アディゼロ ラ・イト）」を新たに採用※2し、フッ

トボール ユニフォームとしてアディダス史上最軽量※1を実現しています。

軽量の糸「adizero la･ito」で生成されたポリエステル素材（生地1平米あたりの

重さ70g）の使用により90g（サイズL）の軽さを達成。軽さを追求すること

で、より快適な着用感と動きやすさを実現。選手のさらなるパフォーマンス向上

をサポートします。

アディダス史上最軽量※1を実現した新素材を採用

誇りのDNAを受け継ぐ日本国旗
前ユニフォーム同様、左胸には

歴代ユニフォームのDNAを受け

継ぐ日本国旗を採用。この日本

国旗には、選手たちが実際に着

用した歴代サッカー日本代表ユ

ニフォームの生地を細かく砕き

新たに紡いだ糸を使用。

2014 FIFAワールドカップ ブ

ラジル大会に向け、その誇りと

歴史を受け継いでいます。

背中のベンチレーション機能

※1 これまでアディダス史上
最軽量であった2010年モデ
ルのユニフォームの重さ96g
（フォーモーション / サイ
ズ L ） に 対 し て 、 新 ユ ニ
フォームは重さ90g（サイズ
L）を実現しています。

※2 ユニフォームの部位によ
り「adizero la･ito」以外の
素材も使用しています。

衣服内環境をコントロールし快適さを維持する、アディダスのテクノ

ロジー「climacool（クライマクール）」を搭載。脇・背面・袖口など

効果的な部分にメッシュ素材を採用することで、優れた吸汗速乾性を

実現しています。

さらに、背中のバンド（一本線の下のホワイトの部分）にはベンチ

レーション機能を搭載し、より効果的な通気性向上を図っています。

クライマクール搭載

ゲーム時に引っ張られる動きを妨げるため、ユニフォームを選手の体

に沿うようタイトフィット化（サイズL / 身幅93cm）しています。

メッシュ素材

タイトフィット
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ラインナップ（選手・商品画像）

選手着用画像

香川真司選手 内田篤人選手

※価格の表記はすべて自店販売価格となります。
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サッカー日本代表 ホーム オーセンティック ユニフォーム

サッカー日本代表 ホーム オーセンティック プレミアムキット
¥25,000  （税抜）　F82366 / ジャパンブルー×ホワイト×ポップ
サイズ / M, L

サッカー日本代表 ホーム オーセンティックユニフォーム S/S
¥13,900 （税抜）　G85281 / ジャパンブルー×ホワイト×ポップ
サイズ / S, M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO

サッカー日本代表 ホーム オーセンティックユニフォーム L/S
¥14,900  （税抜）　G85282 / ジャパンブルｰ×ホワイト×ポップ
サイズ / M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO

オーセンティックユニフォーム、オーセンティックショーツ、ストッキングのボックス入りセット
※サッカー日本代表 プレミアム オフィシャルショップのみでの1,200個限定販売となります。

※サッカー日本代表 プレミアム オフィシャルショップのみでの販売となります。
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ラインナップ（商品画像）

サッカー日本代表 ホーム レプリカ ユニフォーム

※価格の表記はすべて自店販売価格となります。
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サッカー日本代表 ホーム レプリカユニフォーム S/S
¥8,900（税抜）　G85287 / ジャパンブルー×ホワイト×ポップ
サイズ / S, M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO

サッカー日本代表 ホーム レプリカショーツ
¥4,900（税抜）　G85296 / ジャパンブルー×ホワイト×ポップ
サイズ / M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO

サッカー日本代表
ホーム レプリカストッキング
\1,800 （税抜）
G74536 / ジャパンブルー×ポップ×ホワイト
サイズ / 22-24, 25-27, 28-30

Kids サッカー日本代表 ホーム レプリカユニフォーム S/S 
¥5,900（税抜）
G85292 / ジャパンブルー×ホワイト×ポップ
サイズ / 130, 140, 150, 160

Kids サッカー日本代表 ホーム 
レプリカショーツ
¥3,900（税抜）　
G87002 / ジャパンブルー×ホワイト×ポップ
サイズ / 130, 140, 150, 160

サッカー日本代表 ホーム ミニキット
¥7,900 （税抜）
G87003 / ジャパンブルー×ホワイト×ポップ
サイズ / 100, 110, 120, 130

サッカー日本代表 ホーム Kids ユニフォーム

※日本代表 ホーム レプリカユニフォーム S/Sおよび日本代表 ホーム レプリカショーツはclimacool搭載。
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ラインナップ（商品画像）

サッカー日本女子代表 ホーム ユニフォーム

※価格の表記はすべて自店販売価格となります。
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サッカー日本代表 ホーム なでしこ オーセンティックユニフォーム S/S
¥13,900（税抜）　G74538 / ジャパンブルー×ホワイト×ウルトラポップS12
サイズ / S, M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO

サッカー日本代表 ホーム なでしこ レプリカユニフォーム S/S
¥8,900（税抜） 　G85290 / ジャパンブルー×ホワイト×ウルトラポップS12
サイズ / S, M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO

サッカー日本代表
ホーム ゴールキーパーユニフォーム S/S
¥8,900（税抜）
G85283 / クリアグレーS12×ジャパンブルー×ポップ
サイズ / M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO

サッカー日本代表  ホーム ゴールキーパーショーツ
¥4,900（税抜）　G85386 / クリアグレーS12×ジャパンブルー
サイズ / M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO

サッカー日本代表 GK ユニフォーム

サッカー日本代表
ホーム ゴールキーパーユニフォーム L/S
¥9,900（税抜）
G85284 / クリアグレーS12×ジャパンブルー×ポップ
サイズ / M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO

サッカー日本代表 ホーム ゴールキーパーストッキング
¥1,800（税抜）　
G85286 / クリアグレーS12×ポップ×ジャパンブルー
サイズ / 22-24, 25-27, 28-30

※サッカー日本代表 プレミアム オフィシャルショップのみでの販売となります。 ※サッカー日本代表 ホーム なでしこ レプリカユニフォーム S/Sはclimacool搭載。

※サッカー日本代表 ホーム ゴールキーパーユニフォームはS/S、L/Sともに「adizero la･ito」搭載。



報道関係者からのお問い合わせ先
アディダス ジャパン広報事務局（ブルーカレント・ジャパン株式会社内）　Tel：03-6204-4173　Fax：03-6204-4142　E-mail：adidas@bluecurrentpr.com

※画像はこちらからもダウンロード可能です。  http://news.adidas.com/JP

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）　　http://www.adidas.com/jfa

JFA Official Home Uniform 2014 SS Football

ラインナップ（商品リスト）
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サッカー日本代表 新ユニフォーム 特設サイト

サッカー日本代表 ホーム オーセンティックユニフォーム S/S G85281 ¥13,900（税抜） 2013年11月14日

サッカー日本代表 ホーム オーセンティックユニフォーム L/S G85282 ¥14,900  （税抜） 2013年11月14日

サッカー日本代表 ホーム オーセンティック プレミアムキット F82366 ¥25,000（税抜） 2013年11月14日

サッカー日本代表 ホーム レプリカユニフォーム S/S G85287 ¥8,900（税抜） 2013年11月14日

サッカー日本代表 ホーム レプリカショーツ G85296 ¥4,900（税抜） 2013年11月14日

サッカー日本代表 ホーム レプリカストッキング  G74536 ¥1,800（税抜） 2013年11月14日

Kids サッカー日本代表 ホーム レプリカユニフォーム S/S G85292 ¥5,900（税抜） 2013年11月14日  

Kids サッカー日本代表 ホーム レプリカショーツ G87002 ¥3,900（税抜）  2013年11月14日 

サッカー日本代表 ホーム ミニキット G87003 ¥7,900（税抜） 2013年11月14日 

サイズ / S, M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO カラー / ジャパンブルー×ホワイト×ポップ 素材 / ポリエステル100%

サイズ / M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO カラー / ジャパンブルｰ×ホワイト×ポップ 素材 / ポリエステル100%

サイズ / M, L  カラー / ジャパンブルー×ホワイト×ポップ 素材 / ポリエステル100%

サイズ / S, M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO カラー / ジャパンブルー×ホワイト×ポップ 素材 / ポリエステル100%

サイズ / M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO カラー / ジャパンブルー×ホワイト×ポップ 素材 / ポリエステル100%

サイズ / 22-24, 25-27, 28-30 カラー / ジャパンブルー×ポップ×ホワイト 素材 / ナイロン91% / レーヨン6% / ポリウレタン3%

サイズ / 130, 140, 150, 160 カラー / ジャパンブルー×ホワイト×ポップ 素材 / ポリエステル100%

サイズ / 130, 140, 150, 160 カラー / ジャパンブルー×ホワイト×ポップ 素材 / ポリエステル100%

サイズ / 100, 110, 120, 130 カラー / ジャパンブルー×ホワイト×ポップ 素材 / ポリエステル100%

商品名 品番 価格 発売日

商品名 品番 価格 発売日

サッカー日本代表 ホーム なでしこ オーセンティックユニフォーム S/S G74538 ¥13,900（税抜）  2013年11月14日

サッカー日本代表 ホーム なでしこ レプリカユニフォーム S/S  G85290 ¥8,900（税抜） 2013年11月14日 

サッカー日本代表 ホーム ゴールキーパーユニフォーム S/S G85283 ¥8,900（税抜）  2013年11月14日

サッカー日本代表 ホーム ゴールキーパーユニフォーム L/S G85284 ¥9,900（税抜） 2013年11月14日  

サッカー日本代表 ホーム ゴールキーパーショーツ G85386 ¥4,900（税抜）  2013年11月14日 

サッカー日本代表 ホーム ゴールキーパーストッキング G85286 ¥1,800（税抜）  2013年11月14日

サイズ / M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO カラー / クリアグレーS12×ジャパンブルー×ポップ 素材 / ポリエステル100%

サイズ / M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO カラー / クリアグレーS12×ジャパンブルー×ポップ 素材 / ポリエステル100%

サイズ / M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO カラー / クリアグレーS12×ジャパンブルー 素材 / ポリエステル100%

サイズ / 22-24, 25-27, 28-30 カラー / クリアグレーS12×ポップ×ジャパンブルー 素材 / ナイロン91%/レーヨン6%/ポリウレタン3%

商品名 品番 価格 発売日

サイズ / S, M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO カラー / ジャパンブルー×ホワイト×ウルトラポップS12 素材 / ポリエステル100%

サイズ / S, M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO カラー / ジャパンブルー×ホワイト×ウルトラポップS12 素材 / ポリエステル100%

サッカー日本代表 特設サイトはこちら　http://www.adidas.com/jfa

アディダスでは、サッカー日本代表 新ユニフォームの発表にあわせて特設サイトを公開いたし
ます。
特設サイトでは、新ユニフォームの商品詳細や商品ラインナップをはじめ、展開店舗、キャン
ペーン情報など購入に役立つ情報もお届けいたします。
また、プロモーションムービーや、アルベルト・ザッケローニ監督、香川真司選手、内田篤人
選手、清武弘嗣選手、今野泰幸選手のインタビュー動画などのスペシャルコンテンツを配信い
たします。

新ユニフォームの商品情報からインタビュー動画まで充実のコンテンツ展開

※価格の表記はすべて自店販売価格となります。



埼玉県 ビーアンドディー 上尾店 048-778-1151
埼玉県 フタバスポーツ 大宮店 048-645-8548
埼玉県 弘武堂スポーツ フットボールパーク浦和美園店 048-767-3232
神奈川県 GALLERY･2 港南台テスコ店 045-832-2191
神奈川県 GALLERY･2 港北店 045-910-0635
神奈川県 GALLERY･2 海老名店 046-292-2225
神奈川県 GALLERY･2 藤沢店 0466-24-1501
神奈川県 アンドウスポーツ  045-331-2461
神奈川県 ヴィクトリア オーロラモール東戸塚店 045-828-2425
神奈川県 サッカーショップ加茂 港北サウスウッド店 045-278-0800
神奈川県 シラトリ SPOPIA湘南藤沢店 0466-99-0001
神奈川県 スーパースポーツゼビオ 川崎ルフロン店 044-223-1630
神奈川県 スーパースポーツゼビオ ヴィスポ横須賀店 046-828-6239
神奈川県 スーパースポーツゼビオ トレッサ横浜店 045-533-3351
神奈川県 スーパースポーツゼビオ ららぽーと横浜店 045-929-3277
神奈川県 スーパースポーツゼビオ テラスモール湘南店 0466-38-3150
神奈川県 スポーツオーソリティ 港北ニュータウン店 045-947-1333
神奈川県 スポーツオーソリティ 上大岡店 045-882-0600
神奈川県 スポーツオーソリティ MARK IS みなとみらい店 045-227-2581
神奈川県 ときわスポーツ パシオン横浜店 045-440-0700
神奈川県 ビーアンドディー 川崎店 044-520-1313
神奈川県 ビーアンドディー 武蔵小杉店 044-744-2121
神奈川県 ビーアンドディー 桜木町店 045-663-3345
神奈川県 ビーアンドディー あざみ野店 045-909-6058
神奈川県 ビーアンドディー 本厚木店 046-225-7998
神奈川県 ビーアンドディー 藤沢店 0466-50-2151
神奈川県 ビーアンドディー 青葉台店 045-985-8270
神奈川県 ヒマラヤ サクラス戸塚店 045-869-5811
千葉県 スーパースポーツゼビオ ららぽｰとTOKYO-BAY店 047-410-1131
千葉県 スポーツオーソリティ 成田店 0476-23-8811
千葉県 スポーツオーソリティ 松戸店 047-374-5011
千葉県 ときわスポーツ 千葉店 043-284-5113
千葉県 ときわスポーツ パシオン船橋店 047-436-0391
千葉県 ビーアンドディー 千葉店 043-202-2050
千葉県 ビーアンドディー 柏店 047-164-7272
千葉県 ビーアンドディー 松戸店 047-367-4451
千葉県 ビーアンドディー 津田沼店 047-478-7802
東京都 GALLERY･2 新宿アドホック店6F 03-3354-2192
東京都 GALLERY･2 渋谷店1F 03-5728-3882
東京都 GALLERY･2 町田店 042-739-6281
東京都 ヴィクトリア Wardrobe 03-3233-1861
東京都 ヴィクトリア イオンモールむさし村山店 042-590-1041
東京都 ヴィクトリア 町田東急ツインズ店 042-710-8790
東京都 ヴィクトリア セレオ八王子店 042-686-3701
東京都 オリンピックスポーツ  03-3787-8680
東京都 スーパースポーツゼビオ 葛西店 03-5675-6801
東京都 スーパースポーツゼビオ ららぽーと豊洲店 03-6219-6181
東京都 スーパースポーツゼビオ オリナス錦糸町店 03-5610-8670
東京都 スポーツオーソリティ 府中店 042-358-3517
東京都 スポーツ寿苑 本店3F 03-3831-7961
東京都 スポーツ寿苑 ベネックス4F 03-3836-5057
東京都 ビーアンドディー 代々木店 03-3378-7844
東京都 ビーアンドディー 上野店 03-3836-5561
東京都 ビーアンドディー 赤羽店 03-5249-0711
東京都 ビーアンドディー 錦糸町店 03-5625-4380
東京都 ビーアンドディー 吉祥寺店 0422-40-5581
東京都 ビーアンドディー 調布店 042-489-1711
東京都 ビーアンドディー 立川店 042-528-2556
東京都 ビーアンドディー 八王子店 042-628-7801
東京都 ビーアンドディー 町田店 042-729-2137
東京都 ヒマラヤ スポーツアベニュー木場店 03-5617-6450
東京都 フタバスポーツ 原宿店 03-5785-2800
東京都 小田急百貨店 ハルクスポーツ 03-5322-0312
東京都 西武百貨店 池袋本店 03-5949-5948
栃木県 スーパースポーツゼビオ 宇都宮細谷店 028-643-6011
栃木県 ビーアンドディー 宇都宮店 028-650-0730
栃木県 岩渕スポーツ  028-621-7447
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北海道

中部

東北

関東

関西

掲載の情報は2013年11月5日現在のものとなります。

サッカー日本代表 プレミアム オフィシャルショップ

サッカー日本代表 オフィシャルショップ

北海道 アディダスコンセプトショップ 札幌 011-200-8451
宮城県 アディダスパフォーマンスセンター 仙台 022-217-7880
宮城県 サッカーショップ加茂 仙台パルコ店 022-774-8301
茨城県 アディダスパフォーマンスセンター つくばキュート 029-863-1670
神奈川県 アディダスパフォーマンスセンター Colette･Mareみなとみらい 045-222-0761
神奈川県 サッカーショップ加茂 横浜駅前店 045-316-8856
千葉県 サッカーショップ加茂 柏店 04-7166-2624
東京都 JFA Shop Flags Town 03-3830-1900
東京都 アディダスパフォーマンスセンター 六本木ヒルズ 03-5771-1020
東京都 アディダスパフォーマンスセンター 渋谷 03-5456-6810
東京都 アディダスパフォーマンスセンター アクアシティお台場 03-3599-0480
東京都 アディダスブランドコアストア 池袋 03-5960-1300
東京都 アディダスブランドコアストア 自由が丘 03-5726-1530
東京都 アディダスブランドコアストア 新宿 03-5360-6650
東京都 サッカーショップ加茂 原宿店 03-3478-5350
東京都 サッカーショップ加茂 新宿店 03-5339-7872
東京都 サッカーショップ加茂 渋谷店 03-5784-4800
東京都 サッカーショップ加茂 池袋店 03-5960-9248
栃木県 アディダス ララスクエア宇都宮 028-626-5880
愛知県 アディダスブランドコアストア 名古屋 052-238-2230
愛知県 サッカーショップ加茂 メガエスタディオ栄店 052-238-3688
静岡県 サッカーショップ加茂 静岡パルコ店 054-903-8730
長野県 アディダスブランドコアストア 軽井沢 0267-41-4020
京都府 サッカーショップ加茂 京都店 075-221-7679
大阪府 アディダスパフォーマンスセンター 大阪 06-6121-9181
大阪府 サッカーショップ加茂 心斎橋店 06-6251-1875
大阪府 サッカーショップ加茂 J-GREEN堺サテライト店 072-238-1236
大阪府 サッカーショップ加茂 メガエスタディオ茶屋町店 06-6375-0230
大阪府 サッカーショップ加茂 千里店 06-6832-8599
兵庫県 アディダスコンセプトショップ クレフィ三宮 078-335-1030
兵庫県 サッカーショップ加茂 神戸トアロード店 078-392-0234
広島県 アディダスパフォーマンスセンター 広島 082-545-6701
広島県 サッカーショップ加茂 広島パルコ店 082-546-2603
鹿児島県 アディダスブランドコアストア 鹿児島 099-805-2590
福岡県 アディダスパフォーマンスセンター 福岡 092-735-6300
福岡県 アディダスパフォーマンスセンター 福岡ホークスタウン 092-833-1120
福岡県 サッカーショップ加茂 福岡パルコ店 092-235-7285

オンライン ストア

茨城県 アルペン 学園東大通り店チームスポーツ館 029-843-4001
茨城県 スーパースポーツゼビオ ドームつくば学園東大通り店 029-843-6610
茨城県 ビーアンドディー 水戸店 029-227-3767
群馬県 スーパースポーツゼビオ スマーク伊勢崎店 0270-30-7800
群馬県 ビーアンドディー 高崎店 027-327-8363
群馬県 ヒマラヤ 高崎店 027-365-4801
埼玉県 ヴィクトリア スポーツモール越谷イオンレイクタウン店 048-990-3391
埼玉県 弘武堂スポーツ フットボールパーク川越店 049-224-1827
埼玉県 スポーツオーソリティ 浦和美園サッカー館 048-812-6880
埼玉県 スポーツオーソリティ 越谷レイクタウン店 048-990-1340
埼玉県 ときわスポーツ パシオン川越店 049-225-0905
埼玉県 ビーアンドディー 所沢店 04-2996-3556
埼玉県 ビーアンドディー 大宮店 048-641-5335
埼玉県 ビーアンドディー 春日部店 048-761-6637
埼玉県 ビーアンドディー 浦和店 048-814-2901
埼玉県 ビーアンドディー 越谷店 048-988-6571
埼玉県 ビーアンドディー 川越店 049-246-2761

北海道 アルペン 函館梁川店 0138-31-7581
北海道 スーパースポーツゼビオ ドーム札幌月寒店 011-859-6670
北海道 スポーツオーソリティ 札幌苗穂店 011-789-6020
北海道 スポーツデポ 旭川永山店 0166-47-2073
北海道 札幌スポーツ館  011-222-5151

岩手県 スーパースポーツゼビオ 盛岡盛南店 019-656-4666
岩手県 スポーツデポ 盛岡南店 019-635-7716
宮城県 スーパースポーツゼビオ 仙台泉中央店 022-371-9139
宮城県 スーパースポーツゼビオ あすと長町店 022-748-0857
山形県 スポーツデポ 山形店 023-681-2751
秋田県 木場スポーツ  018-836-1118
青森県 タケダスポーツ 下田店 0178-56-2500
福島県 スーパースポーツゼビオ 郡山西ノ内店 024-923-2739

愛知県 アルペン 長久手店 0561-62-6622
愛知県 スーパースポーツゼビオ 豊橋向山店 0532-64-5677
愛知県 スポーツオーソリティ 三好店 0561-33-3260
愛知県 スポーツショップスミタ  052-551-3216
愛知県 スポーツデポ 小牧店 0568-76-0787
愛知県 ユニオンスポーツ 名古屋店 052-582-5211
愛知県 ユニオンスポーツ リーフウォーク稲沢店 0587-81-3030
岐阜県 スポーツオーソリティ 各務原店 058-375-3304
岐阜県 スポーツデポ 岐阜県庁前店 058-273-2981
岐阜県 ヒマラヤ 本館 058-276-8000
岐阜県 ユニオンスポーツ 岐阜店 058-262-2345
岐阜県 日比野スポーツ スポーツプラザヒビノ 0574-62-0229
山梨県 スポーツカムイ 甲府店 055-232-9381
山梨県 スポーツデポ 甲府昭和インター店 055-225-2370

新潟県 スポーツオーソリティ 新潟南店 025-383-5825
静岡県 シラトリ 浜松中央店 053-466-7700
静岡県 シラトリ 静岡ジャンボ店 054-254-0171
静岡県 スーパースポーツゼビオ 浜松宮竹店 053-466-3030
静岡県 スーパースポーツゼビオ ららぽーと磐田店 0538-59-0415
石川県 スポーツデポ 金沢鞍月店 076-266-1770
長野県 スーパースポーツゼビオ 長野南高田店 026-268-4811
長野県 マスヤスポーツ レアルスポーツ 0263-87-7241
富山県 太陽スポーツ 富山店 076-425-1030
福井県 オザキスポーツ Aback Stadium店 0776-26-4646

四国

九州・沖縄

京都府 アルペン 京都南インター店 075-612-2871
京都府 スーパースポーツゼビオ イオンモールKYOTO店 075-693-7556
京都府 スポーツミツハシ 京都烏丸御池本店 075-252-6680
三重県 スポーツオーソリティ 鈴鹿店 059-375-0655
三重県 スポーツショップサンキャビン 本店 059-351-7811
滋賀県 キムラスポーツ 彦根店 0749-43-5918
滋賀県 キムラスポーツ 草津店 077-566-2932
大阪府 KISHISPO 泉佐野店 072-475-1100
大阪府 KISHISPO 堺店 072-206-0000
大阪府 KISHISPO 心斎橋店 06-6245-0410
大阪府 サッカーショップ加茂 あべのHoop店 06-4399-9229
大阪府 スーパースポーツゼビオ 東大阪菱江店 072-960-6571
大阪府 スーパースポーツゼビオ 大阪守口店 06-6916-5550
大阪府 スーパースポーツゼビオ ヨドバシ梅田店 06-6292-4064
大阪府 スタジアムモリスポ 吹田店 06-6193-3333
大阪府 スポーツオーソリティ デュー阪急山田店 06-6836-6277
大阪府 スポーツサクライ 泉大津店 0725-31-4946
大阪府 スポーツサクライ 堺店 072-239-4241
大阪府 スポーツサクライ 大東店 072-878-5009
大阪府 スポーツタカハシ 道頓堀本店 06-6211-7175
大阪府 スポーツデポ みのおキューズモール店 072-726-6051
大阪府 スポーツミツハシ Ario八尾店 072-998-3284
大阪府 スポーツミツハシ イオンモール大日店 06-6905-3284
大阪府 阪急 うめだ本店 06-6313-9440
奈良県 アルペン 奈良尼辻店 0742-35-7451
奈良県 スポーツミツハシ イオンモール大和郡山店 0743-52-3284
兵庫県 アルペン 姫路中地店 079-233-7566
兵庫県 スーパースポーツゼビオ 神戸ハーバーランド゛店 078-366-6333
兵庫県 スタジアムモリスポ 西宮店 0798-42-1000
兵庫県 ヒマラヤ 三田店 079-562-1002

中国
岡山県 エイコースポーツ  086-231-5897
岡山県 スポーツオーソリティ 倉敷店 086-430-5590
岡山県 ヒマラヤ 岡山豊浜店 086-261-5300
山口県 ヒマラヤ 山口店 083-927-0335
鳥取県 スポーツデポ 鳥取店 0857-32-1630
島根県 スポーツデポ松江店 0852-25-5113

愛媛県 スーパースポーツゼビオ エミフル松前店 089-961-6630
愛媛県 ヒマラヤ 松山店 089-926-2180
香川県 スーパースポーツゼビオ ゆめタウン高松店 087-869-7710
香川県 スポーツデポ 高松伏石店 087-866-5004
高知県 スポーツデポ 高知店 088-860-3321
徳島県 アレックススポーツ 沖浜本店 088-653-0001
徳島県 ササクラスポーツ 本店 088-679-8822
徳島県 スポーツデポ 徳島藍住店 088-693-1121

熊本県 スーパースポーツゼビオ 熊本ゆめタウン光の森店 096-233-2200
熊本県 スポーツデポ 熊本インター店 096-388-6681
熊本県 ハヤカワスポーツ スポーツ館 096-324-3700
佐賀県 スーパースポーツゼビオ ゆめタウン佐賀店 0952-36-8220
佐賀県 スポーツデポ 佐賀店 0952-33-4130
鹿児島県 スーパースポーツゼビオ オプシア鹿児島店 099-812-7177
大分県 スポーツオーソリティ パークプレイス大分店 097-528-7667
長崎県 ヒマラヤ 大村店 0957-54-6661
長崎県 ヒマラヤ 佐世保店 0956-27-8801
福岡県 スーパースポーツゼビオ ゆめタウン博多店 092-643-9060
福岡県 スーパースポーツゼビオ キャナルシティ博多店 092-283-8520
福岡県 スポーツデポ 太宰府インター店 092-504-5636
福岡県 スポーツデポ 小倉東インター店 093-951-3633
福岡県 スポーツデポ 久留米櫛原店 0942-35-8800
福岡県 ヒマラヤ 八幡西店 093-601-1511
沖縄県 スポーツデポ 具志川店 098-974-8660

アディダス オンラインショップ http://shop.adidas.jp/
KISHISPO  NET http://www.kishispo.net/

サッカーショップ加茂 オンラインストア http://www.sskamo.co.jp/
【SWS】スポーツウェブショッパーズ http://www.sports-ws.com/



サッカー日本代表の新しいユニフォームですが、見た瞬間に強い印象を受けました。とてもファンタス

ティックだと思います。

「円陣」をテーマにしたデザインはフレッシュ感にあふれているし、機能的にもより軽くなった。アディダ

スは常に技術革新に取り組んでいるブランドですが、軽く通気性に優れたこの新しいユニフォームは、間違

いなくチームのパフォーマンス向上に役立つでしょう。

「円陣」は、私たちサッカー日本代表チームにとって、試合前に気持ちをひとつにするために大切なことで

す。新しいユニフォームに円陣のモチーフがあることで、試合中も気持ちをひとつにすることを忘れずにい

られると思います。

日本の皆さん、ぜひ大きな「円陣」を組んでください。サポーターの皆さんにも「円陣」に加わっていただ

き、私たちが掲げる目標を共有していただければと思います。
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香川 真司 選手 内田 篤人 選手

清武 弘嗣 選手 今野 泰幸 選手

新しいユニフォームは、着用した感じが

軽くて体にフィットするので、より

シャープなプレーができると思います。

デザインも、サムライブルーという日本

代表の伝統を全面に押し出しながら、ネ

オンカラー（蛍光色）がうまい具合にワ

ンポイントとして入っている。「円陣」

を組んだ時にひとつになるという意味で

もすごくいいデザインです。全員で一丸

となって戦うという意図が感じられます。エンブレムの周りから広がる11本

のラインにもピッチの選手をうまく表現していると思います。

「円陣」というのは、これから戦うんだという熱い気持ちを、みんなで再確

認して表現するためのものだと考えています。このユニフォームは、日本の

みんな全員で戦おうという、ひとつのつながりを持てるユニフォームです。

これまでのユニフォームも軽かったけれ

ど、新しいユニフォームは一層軽くなっ

ていて、着ている感じがしないくらいで

す。今まででいちばん軽いのに、汗もき

ちんと吸ってくれる優れたユニフォーム

だと思います。

今までとはちょっと違ったネオンカラー

（蛍光色）の赤をポイントとして使った

デザインも魅力です。この一本線が「円

陣」を組むとひとつの円になるというのは、よく考えられたデザインだと思

います。「円陣」を組みながら、チームメイトの顔を見て、自分のモチベー

ションを上げ、自分の力を高めていく。大事な試合になるほど「円陣」を組

んで試合に挑むことが大事になります。これからの戦いに向けて、選手とサ

ポーターでともに「円陣」を組むのにふさわしいユニフォームです。

新しいユニフォームは、ブルーの色が明

るくなり、ネオンカラー（蛍光色）の赤

が使われていますが、僕は派手なカラー

が好きなのでとても気に入っています。

背中には「円陣」を意味する一本線があ

りますが、「円陣」を組む時に、これが

ひとつにまとまったら、すごくきれいな

んじゃないでしょうか。実際に着た感じ

も、軽くて着やすい。プレーしやすいと

いう印象です。

新しいユニフォームのコンセプトは「円陣」ですが、僕にとって「円陣」

は、試合前にいちばん大切なことを伝え、お互いのモチベーションを最高潮

にもっていくための大切な儀式です。このユニフォームを着て、ブラジルで

組む「円陣」の一員になれるよう頑張ります。

新しいユニフォームは、すごく明るく

なったなという印象です。赤が鮮やかな

ネオンカラー（蛍光色）が目を引きま

す。実際に着てみるととにかく軽い。動

きやすいし、選手にとってはありがたい

ことです。新しいユニフォームのまるで

着ていないような感覚は、プレーがすご

くやりやすいと思います。

新しいユニフォームのコンセプトは「円

陣」ですが、僕にとって「円陣」は、気持ちを高め、試合に向けてもう一段

階ギアをあげるために必要なものです。試合前にみんなで集まり最後に気持

ちを確認しあう唯一の機会でもあります。

選手だけでなく、サポーターのみなさんとこのユニフォームで「円陣」を組

んで、大会に挑んでいきたいと思います。



アディダス ジャパンは1999年より日本サッカー協会とオフィシャルサプライヤー契約を締結し、サッカー日本代表ユニフォームを提供してきました。これまで

発表された8モデルは、サッカー日本代表とともに、世界に挑む戦いの歴史を刻んできました。
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サッカー日本代表とともに歴史を刻んだ歴代ユニフォーム

1999年4月に、日本サッカー協会とア

ディダス ジャパン社との独占複数年契約

が結ばれ、機能性とデザイン性の融合が

進んだユニフォームが登場。

1999 FIFAワールドユース選手権 ナイジェ

リア大会準優勝。2000 シドニーオリンピッ

ク ベスト8、AFCアジアカップ 2000優勝。

1999-2000

機能美
テーマ

テクノロジー

-

翌年の2002 FIFAワールドカップ 日韓大

会に向け、強化マッチ等で着用されたモ

デル。プレー中の選手が大胆に見えるよ

う肩から袖にかけてホワイトの割合を多

くしているのが特徴。FIFAコンフェデ

レーションズカップ 2001準優勝。

2001

Future Progress
テーマ

テクノロジー

-

自国開催の2002 FIFAワールドカップ 日

韓大会で着用されたモデル。シンプルな

デザインで日本の美を表現しており、首

から袖口にかけての赤いパイピングは湖

面に映る「逆さ富士」をイメージしたも

の。高温多湿対策のため、裏地にメッ

シュを使った二重構造を採用。さらに徹

底的な軽量化が図られた。2002 FIFAワー

ルドカップ 日韓大会ベスト16。

2002-2003

富士山
テーマ

テクノロジー

Climacool

明るいブルーと深いブルーをあしらうこ

とで「経験」と「挑戦」を表現してい

る。2006 FIFAワールドカップ ドイツ大

会予選では世界最速で本大会出場を獲

得。AFCアジアカップ 2004優勝。

2004-2005

Blue Pride
テーマ

テクノロジー

Climacool

サッカー日本代表のキャッチフレーズと

なった「SAMURAI BLUE」にちなみ、日

本の伝統と技術の象徴である「日本刀」

をイメージした刃文をモチーフに、ジャ

パンブルーの美しい海に囲まれた国土か

ら、淡いブルーの空（世界）へ高く羽ば

たくイメージを表現している。2006 FIFA

ワールドカップ ドイツ大会で着用。

2006-2007

刃文
テーマ

テクノロジー

Clima Flow Mapping

「革命に導く羽」というテーマを掲げた

デ ザ イ ン に 加 え て 、 機 能 の 異 な る

「フォーモーション」「テックフィッ

ト」2タイプが用意され、選手が選択する

ことができた。2010 FIFAワールドカップ 

南アフリカ大会ベスト16、AFCアジア

カップ 2010優勝、2011 FIFA女子ワール

ドカップ ドイツ大会優勝。

2010-2011

革命に導く羽
テーマ

テクノロジー

Formotion / Techfit

選手とサポーター、日本人すべての「結

束 」 を 表 現 す る 「 結 束 の 一 本 線 」 と

「ジャパンＤブルー」と名づけられた濃

青を採用。

アルベルト・ザッケローニ監督のもと、

2014 FIFA ワールドカップ ブラジル大会

の予選を戦い抜き、世界最速で本戦出場

を決めた。

2012-2013

結束の一本線
テーマ

テクノロジー

Fabric Japan

「日本魂」をコンセプトに、従来より明

るいブルーに放射状に伸びるゴールドの

ラインをあしらい、日本の飛躍を表現し

ている。また、なでしこジャパンのユニ

フォームには新たにピンクのラインが採

用された。2010 FIFAワールドカップ 南

アフリカ大会の予選を勝ち抜き、4大会連

続出場を決めた。

2008-2009

日本魂
テーマ

テクノロジー

Fabric X



「夢を力に2014」は、SAMURAI BLUE日本代表の2014 FIFAワールドカップ ブラジル大会出場決定に合わせ、公益財団法人日本サッカー協会がスタートした日本代表応援プロジェク
トで、日本サッカー協会の「DREAM～夢があるから強くなる」のスローガンのもと、「夢」を力に挑戦し続けるSAMURAI BLUEの精神を多くの人と共有し、日本中を希望と勇気、活
気あふれるものにしていこうというものです。
サッカー日本代表のオフィシャル サプライヤーであるアディダス ジャパン株式会社ではこの「夢を力に2014」に賛同し、オフィシャルスポンサー、サポーティングカンパニーの皆様
とともにこのプロジェクトを推し進め、サッカー、スポーツの素晴らしさを伝えるとともに、日本中の皆さんに夢と希望、感動をお届けしたいと思います。
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アディダス ジャパンは
サッカー日本代表応援プロジェクト「夢を力に2014」に賛同し

日本全国に応援の輪を広げる活動を実施いたします。

「夢を力に2014」についての詳細はこちら　http://samuraiblue.jp/newscenter/campaign/

活動内容

ファミリーマート

JAL

KONAMI アディダス ジャパン株式会社は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントとの共同プロジェクトとして、11月14日（木）に
発売されるPlayStation(R)3用ソフト『ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014』において、 サッカー日本代表新ユニ
フォームのオンラインアップデート配信に協力をしております。発表されたばかりの新ユニフォームを着用したサッカー日本代
表をウイニングイレブン上で早くもプレーできるようになります。

アディダス ジャパン株式会社は、日本航空株式会社との共同プロジェクトとして、今後就航予定の特別塗装機へのサッカー日本代表新オ

フィシャルユニフォ－ム掲出に協力をしております。※特別塗装機のデザイン・就航開始日は現在、調整中です。

アディダス ジャパン株式会社は、株式会社ファミリーマートの協力の元、2014年5月頃より全国のファミリーマート約10,000店舗で応

援活動を展開します。ファミリーマートの約10万人のストアスタッフが、新デザインのレプリカユニフォームを着用して接客を行う予定

です。全国のファミリーマートから「円陣」の輪を広げ、ブラジルで戦うSAMURAI　BLUE（サッカー日本代表）の応援を行い、盛り上げ

てまいります。また、ファミリーマートのインターネットショッピングサイト「ファミマ・ドット・コム」（http://www.famima.com）

を通じて、2013年11月11日（月）10時より新デザインの日本代表レプリカユニフォーム（ホーム用）の予約を開始いたします。

サッカー日本代表オフィシャルサプライヤーであるアディダス ジャパン株式会社は、サッカー日本代表が出場する2014 FIFAワールドカ

ップ ブラジルに向けて、日本中のサポーターが参加できる応援の場を提供するために、フットボール観戦イベント『アディダス フット

ボール カーニバル』を実施していきます。

11月16日（土）にベルギーで実施される国際親善試合（日本対オランダ）に臨むサッカー日本代表を応援するために、11月16日（土）

20時より渋谷・道頓堀など全国8エリアで本イベントを実施いたします。詳細は www.adidas.com/jfa まで。

アディダス

お問い合わせ先
サッカー日本代表ユニフォームなどの商品関連のお問い合わせはアディダスまで。また各企業とのお取り組み関連のお問い合わせは該当各社様までお願いいたします。

アディダス グループお客様窓口 Tel：0120-810-654  （土・日・祝を除く、9:30～18:00） http://www.adidas.com/jfa
コナミお客様相談室 Tel：0570-086-573 （土・日・祝・年末年始を除く、10:00～18:00） ※ナビダイヤルを利用できない方: 03-5771-0517
日本航空株式会社 Tel：03-5460-3121 （土・日・祝・年末年始を除く、9:00～17:00）
株式会社ファミリーマートお客様相談室 Tel：0120-079-188  （土・日を除く、9:00～17:45）

アディダス ジャパン広報事務局（ブルーカレント・ジャパン株式会社内） Tel：03-6204-4173 Fax：03-6204-4142 E-mail：adidas@bluecurrentpr.com
株式会社コナミデジタルエンタテインメント KDE-Jセールス&マーケティング本部 エリアマーケティング部 Tel：03-5771-0449 Fax：03-5412-3344 E-mail：kde-j_publicity@konami.com
日本航空株式会社 顧客マーケティング本部 宣伝部 運営グループ Tel：03-5460-6605 Fax：03-5460-6602
株式会社ファミリーマート 広報・ＩＲ部 Tel：03-3989-7670 
株式会社ファミマ・ドット・コム 総合企画部 広報担当 Tel：03-5958-3812

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

【報道関係者からのお問い合わせ先】
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