
UltraBOOST Uncaged Ltd CL 2016 FW RUNNING

※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

取り扱い店舗

ハイパフォーマンスかつスタイリッシュなランニングシューズ「UltraBOOST Uncaged（ウルトラブースト アンケージド）」に

初のカラー「BOOST TM フォーム」を搭載した限定モデル「UltraBOOST Uncaged Ltd CL」が登場。

従来はホワイトのみだった「BOOST TM フォーム」のクッション素材を、レッド・ブラックのカラー素材で表現したカラー「BOOST TM フォーム」が、

優れた衝撃吸収性と反発力に加え、「boost」シリーズにより高いデザイン性をもたらします。

7月 27日（水）発売予定UltraBOOST Uncaged Ltd CL
ウルトラブースト アンケージド リミテッド CL
￥20,990 + 税　　サイズ / 22.0 ～ 31.0cm

ウルトラブースト アンケージド リミテッド CL

http://shop.adidas.jp/running/ultraboost/

アディダス ブランドコアストア 渋谷（Web 抽選応募）、アディダス オンラインショップ、
BILLYʼS ENT TOKYO SHIBUYA、mita sneakers、UNDEFEATED TOKYO

※取り扱いカラーは店舗により異なります。

商品番号 BB4678 / スカーレット × ソーラーレッド × コアブラック 商品番号 BB4679 / コアブラック × ソリッドグレー × ゴールドメット

デザイン性を高めたカラーBOOST TM フォームを初搭載!!



UltraBOOST Uncaged Ltd CL 2016 FW RUNNING

中足部のポリウレタンケージをはずした
一枚の「プライムニットアッパー」により
足を包み込むフィット感を実現

BOOSTTM フォームと足の形状変化に合わせた、ア

ディダス独自のテクノロジー素材「プライムニット

アッパー」を採用。足を包み込むフィット感と快適

な履き心地、さらにスタイリッシュなデザインを実

現しました。

「プライムニットアッパー」は、一般的なニットの編

み込み技術とは異なる、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。これにより、どのよ

うな足の形状、動きにもあわせて優れたフィット感

を提供し、快適なランニングを可能にします。

従来はホワイトのみだった「BOOST TM フォーム」のクッション素

材を、レッド・ブラックのカラー素材で表現し、「BOOST™フォーム」

の優れた衝撃吸収性と反発力はそのままに、ソールをカラーで彩る

ことを可能にしたカラー「BOOST TM フォーム」により、シューズ

デザインの可能性はさらに大きく広がります。

ラ ン ニ ン グ シ ュ ー ズ「UltraBOOST Uncaged Ltd CL」は カ ラ ー

「BOOST TM フォーム」をミッドソールに 100% 使用。優れた衝撃吸

収性と反発力により、これまでにない走りを引き出すとともに、タ

ウンユースでも際立つスタイリッシュなデザインを実現しています。

爆発的なクッション性と反発力に加えて
高いデザイン性をプラスした
カラー「BOOST TM フォーム」

クッション性と安定性、反発力を引き出す
アウトソールにはグリップ性に優れた

「コンチネンタルラバー」を採用

クッション性が必要なところは粗く、反発力・安定

性が必要なところは細かい網目状にした「ストレッ

チウェブアウトソール」が、BOOSTTM フォームの形

状変化と足の動きに適応してクッション性をさらに

アップ。スムーズな重心移動と高い反発力・安定性

をサポートするとともに、蹴り出し時には、突起形

状が BOOSTTM フォームを押し上げ、さらなる推進

力をサポートします。

また素材には、「コンチネンタルラバー」を採用。自

動車用タイヤで培われたコンチネンタル社のテクノ

ロジーにより、優れたグリップ力と耐摩耗性を実現

しています。

着地の安定感とコントロール性能を高め
滑らかな重心移動をもたらす
トルションシステムを搭載

「UltraBOOST Uncaged」のために設計された「トル

ションシステム」を中足部に搭載。これによりプロ

ネーション（足部のねじれ運動）を制御し、着地 の

安定感とコントロール性能を高めることで、より滑

らかな重心移動を実現します。

さらに、「UltraBOOST Uncaged」は、アキレス腱の

自由な動きをサポートする「エクスターナルヒール

カウンター」を搭載。形状を入念に調整した「エク

スターナルヒールカウンター」が、快適に踵を包み

込み、蹴り出し時のアキレス腱の伸びに対応します。



adizero Japan Boost 3 CL 2016 FW RUNNING

※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

adizeroシリーズでもカラーBOOST TM フォーム搭載モデルが限定発売！

7 月 27 日（水）発売予定

adizero Japan boost 3 CL
アディゼロ ジャパン ブースト 3 CL
￥15,490 + 税　　サイズ / 24.5 ～ 31.0cm

商品番号 BB4903 / ソーラーレッド × ランニングホワイト × ソーラーレッド 

アディゼロ ジャパン ブースト 3 CL

http://shop.adidas.jp/running/adizero/

adizero Japan boost 3 CL

adizero Japan boost 3 W CL
アディゼロ ジャパン ブースト 3 W CL
￥15,490 + 税　　サイズ / 22.0 ～ 27.0cm

商品番号 BB4902 / ソーラーレッド × ランニングホワイト × ソーラーレッド 

7 月 27 日（水）発売予定

スピードを追求したレーシングシューズとして 2014 年に男子マラソン世界記録を樹立した「ア

ディゼロ ジャパン ブースト」の 3 代目モデルに、カラー「BOOST TM フォーム」を搭載した限

定モデルが登場。アッパーの鮮やかなソーラーレッドとカラーコーディネートされたカラー

「BOOST TM フォーム」が、圧倒的な存在感とインパクトを演出します。

カラー「BOOST TM フォーム」がもたらす優れた衝撃吸収性と反発力に加えて、高いグリップ力

と耐摩耗性を備えた「コンチネンタルラバー」をウェブ状に配置することで、グリップ力と蹴り

出し時の安定性を向上。日本人の足型を追求したマイクロフィットラストによる優れたフィット

感を実現。サブ 4 ランナー向けランニングシューズ。

取り扱い店舗 アディダス直営店、アディダス オンラインショップ、一部のアディダス取扱店

※取り扱いカラーは店舗により異なります。

©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　営業時間：月～金 9：30～18：00

※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。

adidas Running twitter 公式アカウント : @adidas_jp/RUN

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