
 

 

＜報道関係各位＞ 

2016 年 3 月 3 日 

アディダス ジャパン株式会社 
 

ランニングシーンとタウンユースをシームレスにつなぐランニングシューズ 

adidas『PureBOOST
ピ ュ ア ブ ー ス ト

 Z G
ゼットジー

』3 月 18 日（金）発売 
http://shop.adidas.jp/running/boost/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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、代表取締役: ポール・ハーディスティ)

は、ランニングシーンとタウンユースをシームレスにつなぐランニングシューズ「PureBOOST ZG（ピュアブースト  

ゼットジー）」を 3 月 3 日（木）0 時よりアディダス オンラインショップ（http://shop.adidas.jp/running/boost/）

にて先行予約開始、2016 年 3 月 18 日（金）より、全国のアディダス直営店（http://www.adidas.jp/shop）、adidas 

RUNBASE（http://adidas.jp/running/runbase/）、アディダス取扱店（一部店舗除く）にて販売します。 

 

「PureBOOST ZG（ピュアブースト ゼットジー）」は、ライフスタイルの一部となりつつあるランニングシーンと、街履

きでの使用をかつてないほどシームレスに繋ぐ男性用のランニングシューズです。アディダス独自のテクノロジー素材で

ある、足を包み込むフィット感とスタイリッシュさを兼ね備えた「プライムニットアッパー」や、“クッション性”と“反発

力”を兼ね備えたミッドソール使用素材「BOOST™ フォーム （ブースト フォーム）」を使用することで快適なランニング

シーンを提供すると共に、厚い EVA アウトソールを使用したことでのカラーバリエーションの増加や、アディダスのラン

ニングシューズの大きな特徴である三本線を、内側のリフレクターとしていれるなど、ランニングシューズとしてはかつ

てないトピックスを豊富に持ち合わせたシューズとなりました。 

 

 

◇PureBOOST ZG の製品特徴 
 

■足を包み込む“プライムニットアッパー”で、ストレスの少ないランニングが可能に 

プライムニットは足を包み込むフィット感、スタイリッシュさを兼ね備えたアッ

パーです。ランナーの足は接地時に横幅が約 10 ㎜以上も膨張します。足が締め付け

られていると、この膨張が不快感や摩擦を起こし、ランナーに多い悩みであるマメ

や水ぶくれを引き起こす原因となります。一般的なニットの編み込み技術と違い、

アディダス独自のプライムニットの編み込み技術を採用することで、どのような足

の形状、動きにもあわせてフィット感を提供。ストレスのないランニングが可能に

なりました。内側のスリーストライプスはリフレクター仕様です。 

 

 

PRESS RELEASE 

SESESESESESESE 

 

 

http://shop.adidas.jp/running/boost/
http://shop.adidas.jp/running/boost/
http://www.adidas.jp/shop
http://adidas.jp/running/runbase/


■BOOST™フォーム*1 を搭載し、 

クッション性と反発力を引き出し、かつてない走りへ 

 “クッション性”と“反発力”を兼ね備えたランニング業界で最高レベルのクッショ

ン素材「BOOST™ フォーム」をミッドソール面積中 60％使用。従来のミッドソー

ル素材の主流は EVA(Ethylence-Vinyl Acetate［エチレン‐酢酸ビニル共重合樹脂］)

でした。『BOOST™ フォーム』は、発泡された個々の『E-TPU[Expanded TPU particle 

foam]発泡熱可塑性ポリウレタンビーズ]』内に微細で均一な独立気泡を閉じ込め、

小さなエネルギーカプセルが発泡し、連結しています。これにより、長期に渡って、

またどのような環境下においても従来素材より高いクッション性と反発力を発揮。 

 
*1. 構想から商品化まで約 8 年。ドイツに拠点を置く化学会社である、アディダスのテクノロジー パートナーBASF(ビーエーエス
エフ)社と共同開発したミッドソール素材。主な機能として、単一素材で高次元の相反する衝撃吸収性と反発性を併せ持ち、高い耐
久性と耐温性を誇る。※(自社研究機関 adidas Innovation Team 調べ。) 

 

 

■カラーEVA アウトソールやトレーニング仕様などバリエーション豊富 

アウトソールにはカラーEVA*2 を使用。クッション性を向上すると共に、カラー 

ソールがスタイリングのアクセントになります。 

通常モデルの他、アッパーにメッシュ素材を採用し、高い通気性を実現した Pure 

BOOST ZG Mesh、アウトソールなどの仕様を変え、マルチスポーツに対応する 

PureBOOST ZG Trainer も同時リリース。機能性のみならずタウンユースとしても 

使いやすいカジュアルなデザインに仕上がっています。 

 

*2. (Ethylence-Vinyl Acetate［エチレン‐酢酸ビニル共重合樹脂］) 

 

 

 

【商品イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(RUNNING: PureBOOST ZG) 

(Mesh: PureBOOST ZG Mesh) (TRAINING: PureBOOST ZG Trainer) 



【商品情報】 

●商 品 名:  PureBOOST ZG（ピュアブースト ゼットジー） 

●U R L:  http://shop.adidas.jp/running/boost/ 

●カ ラ ー 展 開:   (PureBOOST ZG) 

  AQ6761: コアブラック/DGH ソリッドグレー/ビビッドレッド S13 

●カ ラ ー 展 開:   AQ6762: ミッドグレー S14/CH ソリッドグレー/イーキューティーブルーS16 

●カ ラ ー 展 開:    AQ6764: コアブラック/コアブラック/DGH ソリッドグレー 

●カ ラ ー 展 開:    AQ6765: ショックブルーS16/ショックブルーS16/イーキューティーブルーS16 

      (Mesh: PureBOOST ZG Mesh) 

  AQ6766: コアブラック/グレー/DGH ソリッドグレー 

  AQ6767: カレッジネイビー/ミネラルブルーS16/カレッジネイビー 

  AQ6768: ミッドグレー S14/グレー/コアブラック 

      (TRAINING: PureBOOST ZG Trainer) 

                      AQ5037: コアブラック/コアブラック/ショックブルーS16 

                      AQ5038: ナイトネイビー/ランニングホワイト/ビビッドレッド S13 

                      AQ5401: コアブラック/シルバーメット/ランニングホワイト 

                      AQ5402: ビビッドレッド S13/ランニングホワイト/ソーラーレッド 

●サ イ ズ: Men’s のみ 24.5～31.0cm 

●BOOST™フォーム含有率: 60% / ミッドソール面積中 

●発 売 日: 2016 年 3 月 8 日（木）0 時よりアディダス オンラインショップにて先行予約開始、 

2016 年 3 月 18 日（金）より、全国のアディダス直営店、adidasRUNBASE、 

アディダス取扱店（一部店舗除く）にて販売開始         

●自 店 販 売 価 格: (PureBOOST ZG) ￥14,000(税別) 

       (Mesh: PureBOOST ZG Mesh) (TRAINING: PureBOOST ZG Trainer)  ￥12,500(税別) 

●取 扱 い 店 舗:  全国のアディダス直営店(http://www.adidas.jp/shop/) 

アディダス オンラインショップ(http://shop.adidas.jp/running/boost/) 

adidas RUNBASE（http://adidas.jp/running/runbase/） 

アディダス取扱店(一部店舗除く) 

 

 

 

 

 

 

 

©2016 adidas Japan K.K. adidas and the 3-Stripes mark are trademarks of the adidas Group. 

 

＜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) 
＜本商品に関するお問い合わせ＞ 

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：塩田/石田/大津 
TEL : 03-6862-6688  FAX : 03-5572-6065 email : adidas@vectorinc.co.jp 
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