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憎まれるヤツが強くなれる 

 

海外フットボール選手や輝くスパイクの憎いストーリーを 

リアルタイムに情報配信！ 

毎日のように憎いストーリーコンテンツが登場！ 

There Will Be Hatersスペシャルムービーも公開!!（www.adidas.com/football）  

adidas Press Release 

http://www.adidas.com/football


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 港区 六本木、代表取締役： 

ポール・ハーディスティ)は、2015 年 2 月 1 日（日）より、すべてのフットボールファンに向けた、海外の注目

コンテンツを多数提供するキャンペーン「There Will Be Haters（憎まれるほど強くなれ。）」を実施します。 

  

「There Will Be Haters」では、「憎まれるほど強くなれ。」というメッセージを表現するような、様々なコンテ

ンツを、ソーシャルメディアを通じて提供してまいります。製品の最新情報、限定情報はもちろん、ルイス・ス

アレス選手などをはじめとした、世界的フットボール選手の「There Will Be Haters」限定の映像・画像コンテン

ツなどを、ほぼ毎日、アディダス公式ソーシャルアカウントより発信します。 

 また、「There Will Be Haters」キャンペーンの公開を記念して、全てのフットボールプレイヤーの個性を引き

出す 4 つのフットボールスパイクモデル「adizero F50」「プレデター インスティンクト」「パティーク 11 プ

ロ」「ナイトロチャージ 1.0」より、新たなコレクション「Haters Collection」を発売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各コンテンツの詳細は、アディダス公式ソーシャルアカウント（facebook , twitter , instagram , YouTube など）

を通して公開しますので、ぜひ、ご注目下さい。 

 

本件に関する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（株式会社イニシャル内） 担当：原／乗鞍 

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

TEL：03-6862-6688 Fax：03-5572-6065 E-mail：adidas@vectorinc.co.jp 

商品情報・お貸出しに関するのお問い合わせ先 

アディダス スポーツパフォーマンス プレスルーム TEL：03-6872-3993（土日祝除く、9:30～18:00） 

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：0570-033-033 （土日祝除く、9:30～18:00） 
製品情報：www.adidas.jp/football    /     adidas ONLINE SHOP: www.shop.adidas.jp/football 

 

■キャンペーンムービーについて 

■公開予定コンテンツ一部 

「There Will Be Haters」のキャンペーン開始に伴い、ル

イス・スアレス選手、ガレス・ベイル選手、ハメス・ロド

リゲス選手、カリム・ベンゼマ選手等が登場する、スペシ

ャルムービーを随時公開しています。 

アディダスグローバル契約選手が演じる、最高にクールな

“Haters（ヘイターズ）”をぜひご覧ください。 

URL： 

http://youtu.be/ZFm2qpAguzM 

http://www.news.adidas.com/JP
mailto:adidas@bluecurrentpr.com
http://www.adidas.jp/football
http://shop.adidas.jp/football
http://youtu.be/ZFm2qpAguzM


TERS  COLLECTION 2015SS  Football

すべてのフットボールプレーヤーの個性を引き出す「TERS  COLLECTION」より
すべてが進化した「DIZERO F50」登場 !!

2月2日発売
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technology : 01
ニュースピード
トラクションソール
より鋭い形状に進化したトライアングルス
タッドに加えて、前足部中央にスモールス
タッドを配置し、グリップ力をさらに強化。

technology : 02
ワンピースハイブリッド
シンセティックレザー
継ぎ目のないワンピース構造のアッパーに
より、優れたフィット性を追求。

technology : 03
ドリブルテクスチャー
ハ イ ス ピ ー ド プ レ ー 時 の
ボールコントロール性を高
めるため、アッパー全面に
特殊プリント加工を採用。

design : 01
ゴーストグラフィック
ゴーストやスカルからインスパイアさ
れたグラフィック。プレーヤーの強い
個性を主張するとともに、ライバルに
恐怖心を抱かせる。

design : 03
ヒール3ストライプス
フットボールスパイクとして、
初めてヒールに3ストライプスを
採用。背後から追うことしかで
きないライバルに、自らのハイ
スピードを強烈にアピール。

design : 02
ダイヤモンドテクスチャー
ダイヤモンドをモ
チーフにした履き
口の輝きが、強い
個性を主張。

アディダスより、「TERS  COLLECTION（ヘイターズ コレクショ

ン） 」として、「DIZERO F50（アディゼロ エフ フィフティ）」

のニューモデルが登場。

異次元のスピードを求めるプレーヤーのために、「DIZERO F50」

は「ニュースピードトラクションソール」や「ワンピースハイブ

リッドシンセティックレザー」など、新たなテクノロジーを採用。

ハイスピードパフォーマンスをさらに追求。

「DIZERO F50」は、アディダス直営店、adidas ONLINE SHOP

（http://shop.adidas.jp/football）、全国のアディダス取り扱い

店にて 2 月 2 日の発売予定となります。 商品番号 B44519 / ソーラーレッド × ランニングホワイト × コアブラック

※ 価格の表記は、全て自店販売価格になります。

さらなるハイスピードを追求したスピードプレーヤー向けモデル

加速時など瞬時の
スピードアップが
求められる局面に
おいて、さらなる
スピードプレーを
サポート。

DIZERO F50-JAPAN HG
アディゼロ F50- ジャパン HG
19,500 円（税抜）
サイズ / 24.5 ～ 29.0cm
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商品番号 M29590
ソーラーレッド × ランニングホワイト × コアブラック

F5 AI1 J
F5 AI1 J
4,900 円（税抜）
サイズ / 17.0～24.5cm

ジュニアモデル エントリー向けクッションモデル

商品番号 B34853
ソーラーレッド × ランニングホワイト × コアブラック

DIZERO F50 FG
アディゼロ F50 FG　21,000 円（税抜）
サイズ / 24.5 ～ 29.0cm

トップモデル 天然芝対応

商品番号 B40210
ソーラーレッド × ランニングホワイト × コアブラック

F10 HG
F10 HG　7,900 円（税抜）
サイズ / 24.5 ～ 29.0cm

ベーシックモデル ハードグラウンド・ロングパイル人工芝対応

商品番号 B44519
ソーラーレッド × ランニングホワイト × コアブラック

DIZERO F50-JAPAN HG
アディゼロ F50- ジャパン HG　19,500 円（税抜）
サイズ / 24.5 ～ 29.0cm

トップモデル ハードグラウンド・ロングパイル人工芝対応

商品番号 B26689
ソーラーレッド × ランニングホワイト × コアブラック

F30-JAPAN HG LEA
F30- ジャパン HG LEA　13,500 円（税抜）
サイズ / 24.5 ～ 29.0cm
※天然皮革タウラスレザー使用

レギュラーモデル ハードグラウンド・ロングパイル人工芝対応

商品番号 M29265
ソーラーレッド × ランニングホワイト × コアブラック

DIZERO F50 FG J
アディゼロ F50 FG J　
13,000 円（税抜）
サイズ / 17.0～24.5cm

ジュニアモデル 天然芝対応

商品番号 B41016
ソーラーレッド × ランニングホワイト × コアブラック

F10 HG J
F10 HG J　
6,500 円（税抜）
サイズ / 17.0～24.5cm

ジュニアモデル ハードグラウンド・ロングパイル人工芝対応

Player

Line-up

主な adizero F50 着用選手

ルイス・スアレス

ガレス・ベイル

ハメス・ロドリゲス

カリム・ベンゼマ

香川 真司

宇佐美 貴史

武藤 嘉紀

齋藤 学

（ウルグアイ）

（ウェールズ）

（コロンビア）

（フランス）

（日本）

（日本）

（日本）

（日本）

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（株式会社イニシャル内）担当：原、乗鞍　Tel：03-6862-6688　Fax：03-5572-6065　E-mail：adidas@vectorinc.co.jp

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

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：0570-033-033　営業時間：月～金 9：30～18：00（土日・祝日を除く）

※通話料はお客様のご負担となります。予め、ご了承ください。　※品質向上のために通話内容を録音させていただいております。

©2014 adidas Japan K.K. adidas and the 3-Stripes mark are trademarks of the adidas Group.

製品情報 http://adidas.jp/football adidas Football twitter公式アカウント：@adidasFTB_jp 公式ONLINE SHOP : http://shop.adidas.jp/football

ルイス・スアレス選手 ハメス・ロドリゲス選手ガレス・ベイル選手

※ 価格の表記は、全て自店販売価格になります。



TERS  COLLECTION 2015SS  Football

全てのフットボールプレーヤーの個性を引き出す「TERS  COLLECTION」
ニューモデル「DIZERO F50」誕生とともに

「PRETOR」「THIQE 11PRO」「NITROCRGE」にニューカラーが登場 !!
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TERS  COLLECTION  Line-up

商品番号 B35458
ソーラーレッド × ランニングホワイト × ナイトフラッシュ S15

PRETOR INSTINCT HG J
プレデター インスティンクト HG J
12,000 円（税抜）
サイズ / 17.0～24.5cm

ジュニアモデル ハードグラウンド・ロングパイル人工芝対応

商品番号 B44218
ランニングホワイト × コアブラック × ソーラーブルー S14

PTHIQE 11QUESTRA AI1 J
パティーク 11 クエストラ AI1 J　4,500 円（税抜）
サイズ / 17.0～24.5cm

ジュニアモデル ハードグラウンド・ロングパイル人工芝対応

商品番号 B39934
アマゾンパープル F14× ランニングホワイト × ソーラーブルー S14

NITROCRGE 3.0 HG J
ナイトロチャージ 3.0 HG J
6,500 円（税抜）
サイズ / 17.0～24.5cm

ジュニアモデル ハードグラウンド・ロングパイル人工芝対応

商品番号 B35464
ソーラーレッド × ランニングホワイト × ナイトフラッシュ S15

PRETOR ABSOLION IS-JAPAN HG
プレデター アブソリオン IS- ジャパン HG
13,500 円（税抜）
サイズ / 24.5 ～ 29.0cm

レギュラーモデル ハードグラウンド・ロングパイル人工芝対応

商品番号 B35456
ソーラーレッド × ランニングホワイト × ナイトフラッシュ S15

PRETOR INSTNICT-JAPAN HG
プレデター インスティンクト - ジャパン HG
19,500 円（税抜）
サイズ / 24.5 ～ 29.0cm

トップモデル ハードグラウンド・ロングパイル人工芝対応

商品番号 B40232
ランニングホワイト × コアブラック × ソーラーブルー S14

PTHIQE 11CORE-JAPAN HG
パティーク 11 コア - ジャパン HG
12,500 円（税抜）
サイズ / 24.5 ～ 29.0cm

レギュラーモデル ハードグラウンド・ロングパイル人工芝対応

商品番号 B44490
アマゾンパープル F14× ランニングホワイト × ソーラーブルー S14

NITROCRGE  2.0 HG
ナイトロチャージ 2.0 HG
11,500 円（税抜）
サイズ / 24.5 ～ 29.0cm

レギュラーモデル ハードグラウンド・ロングパイル人工芝対応

PRETOR PTHIQE 11PRO NITROCRGE

【コントロールフレームアウトソール搭載】 【ノンステッチカンガルーレザー採用】 【エナジースリング搭載】

商品番号 B44229
ランニングホワイト × コアブラック × ソーラーブルー S14

PTHIQE 11PRO-JAPAN HG
パティーク 11 プロ - ジャパン HG
17,000 円（税抜）
サイズ / 24.5 ～ 29.0cm

トップモデル ハードグラウンド・ロングパイル人工芝対応

商品番号 B44351
アマゾンパープル F14× ランニングホワイト × ソーラーブルー S14

NITROCRGE 1.0-JAPAN HG
ナイトロチャージ 1.0- ジャパン HG
18,000 円（税抜）
サイズ / 24.5 ～ 29.0cm

トップモデル ハードグラウンド・ロングパイル人工芝対応

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（株式会社イニシャル内）担当：原、乗鞍　Tel：03-6862-6688　Fax：03-5572-6065　E-mail：adidas@vectorinc.co.jp

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

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：0570-033-033　営業時間：月～金 9：30～18：00（土日・祝日を除く）

※通話料はお客様のご負担となります。予め、ご了承ください。　※品質向上のために通話内容を録音させていただいております。

©2014 adidas Japan K.K. adidas and the 3-Stripes mark are trademarks of the adidas Group.

製品情報 http://adidas.jp/football adidas Football twitter公式アカウント：@adidasFTB_jp 公式ONLINE SHOP : http://shop.adidas.jp/football

スキルでゲームを支配する
ボールコントローラー向けモデル

「蹴る」、「止める」、を追求する
マルチプレーヤー向けモデル

90分間走りきれる
ハードワーカー向けモデル

FIFA 公認ヒールクッションスタッド搭載

※ 価格の表記は、全て自店販売価格になります。
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