
adizero takumi sen boost 3 2017 SS RUNNING

※ 価格の表記はすべて自店販売価格となります。

adizero takumi sen boost 3
アディゼロ タクミ セン ブースト 3
￥16,500 + 税　サイズ / 22.0 ～ 31.0cm
2016 年 12 月発売予定
商品番号 BB5674 / ブルー × シルバーメット × イージーグリーン S17 

adizero takumi sen boost 3
アディダスは、シリアスランナー向けレーシングシューズの

ニューモデル「adizero takumi sen boost 3（アディゼロ タクミ 

セン ブースト スリー）」を発売いたします。

「adizero takumi sen boost 3」は、さらなる軽量化を追求。

ヒールカウンターや各部の補強素材などを見直すことで、従来の

フィット感と耐久性を継承しながらも、前モデルの170gより5g

軽量化した165gの軽さ（※）を実現しています。

アディダス専属ランニングアドバイザー三村仁司（みむらひと

し）氏との共同開発から生まれ、多くのトップランナーの記録更

新に貢献してきた「adizero takumi sen boost」シリーズ。その

素材やテクノロジーに加えて、adizero takumi boost史上“最軽量”

を実現した「adizero takumi sen boost 3」が、トップランナーの

さらなるスピードをサポートします。

「adizero takumi sen boost 3」は、国内外のアディダス契約ラ

ンナーに加えて、青山学院大学陸上競技部、明治大学体育会競争

部が着用、2016年12月より順次発売予定です。

また、シリアスランナー向けトレーニングモデル「adizero takumi 

ren boost 3（アディゼロ タクミ レン ブースト スリー）」も、

2017年1月より順次発売予定となります。

Mim-lite MESH X（ミムライト メッシュ クロス ）

軽さ、耐摩耗性、通気性に加えて、優
れた保形性も備えたメッシュ素材。足
当たりの良さとフィット感を維持し、
BOOST™フォームのパフォーマンス
をさらに引き出す。

BOOST™ フォーム
小指の付根から前足部にかけて、
BOOST™ フォームを搭載。優れた反
発力と衝撃吸収性により、トップラ
ンナーの着地から蹴り出しまでをサ
ポート。

コンチネンタルラバー
アウトソール前足部に「コンチネン
タルラバー」を採用。乾いた路面は
もとより濡れた路面でも高いグリッ
プ性能を発揮しランナーの推進力を
サポート。

マイクロフィット  レーシング ラスト
日本人のために開発された3D 形状の「マイクロフィット  レーシング ラスト」を採用し、前足部から踵までぶれな
いフィット感と優れたホールド性を実現。

テクノロジー

軽量化を可能にした3つの進化ポイント

軽量化のために穴を開けたヌバック
風素材をヒールカウンターに採用。

つま先外側の補強をフェルトからよ
り軽量のテープに変更。

内足側にはプリントロゴとシンプル
な補強を配置し軽量化を促進。

※ 27.0cm / 片足。
※ 比較の前モデルは2016年秋冬モデル「adizero takumi sen boost 2」

青山学院大学 駅伝チームも着用する最新レーシングモデル誕生!!

（※）

http://shop.adidas.jp/running/takumi/
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※ 価格の表記はすべて自店販売価格となります。

adizero takumi sen boost 3
アディゼロ タクミ セン ブースト 3　　￥16,500 + 税　　サイズ / 22.0 ～ 31.0cm

商品番号 BB5674
ブルー × シルバーメット × イージーグリーン S17 

2016 年 12 月発売予定
商品番号 BB5675
エナジーオレンジ S17× シルバーメット × エナジー S17 

2017 年 1 月発売予定
商品番号 BB5673
コアブラック × トレースカーゴ S17× エナジー S17

2017 年 1 月発売予定

adizero takumi ren boost 3
アディゼロ タクミ レン ブースト 3　　￥15,500 + 税　 サイズ / 24.5 ～ 31.0cm
かかとのクッション性を重視したエリートランナー向けトレーニングモデル。

商品番号 BB5689
ブルー × シルバーメット × カレッジロイヤル

2017 年 1 月発売予定
商品番号 BB5688
コアブラック × ゴールドメット × ユーティリティブラック F16 

2017 年 1 月発売予定

adizero takumi ren boost 3 w
アディゼロ タクミ レン ブースト 3 W
￥15,500 + 税　　サイズ / 22.0 ～ 29.0cm
ウィメンズモデル。

商品番号 BB5699
イージーミント S17× ミステリーブルー S17× イージーグリーン S17 

2017 年 1 月発売予定

adizero takumi ren boost 3 wide
アディゼロ タクミ レン ブースト 3 ワイド
￥15,500 + 税　　サイズ / 22.0 ～ 31.0cm
ウィズ（足幅）2E 相当のワイドモデル。

商品番号 BB5701
ブルー × シルバーメット × カレッジロイヤル 

2017 年 1 月発売予定

©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 : @aadidasRUN_jp

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