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製品情報 : アディダス オンラインショップ : http://shop.adidas.jp/football2017年6月1日（木）より発売

テーピングのように足を包み込むアジリティーバンデージが
レスポンスの速いボールタッチを実現。

ネ メ シ ス



NEMEZIZ 2017FW  FOOTBALL

※ 価格の表記は、全て自店販売価格になります。

360°トルションテープ
足全体に巻きつくように設計さ
れた高伸縮 360°トルションテー
プが、激しく俊敏な動きの中に
おいても足全体をしっかりとサ
ポートし安定感に貢献。

アジリティースキン 2.0
やわらかさ、軽量性、安定性を
兼ね備えたニット素材のアッ
パーが、激しくスピーディーな
プレーにおいても優れたボール
コントロール性を発揮。

スプリントフレームソール
優れた軽量性を実現したナイロ
ンプレートベースのアウトソー
ルを搭載。くぼみを備えた丸型
ベースのスタッド形状が高速ア
ジリティに貢献。

デュアルロックシステム
アジリティーバンテージと一体
化したデュアルロック構造の履
き口が、足首から踵にかけての
後足部全体のホールド性を高
め、アジリティーの発揮に貢献。

アジリティーバンデージ
高伸縮素材のバンデージが足首
周りを強固にロック。360°方向
への俊敏な動きにおけるブレな
い安定感を実現。

新開発「アジリティーバンデージ」&「デュアルロックシステム」搭載
高速アジリティーを追求した「NEMEZIZ」のテクノロジー

NEMEZIZ 17+ 360AGILITY FG/AG
ネメシス 17+ 360アジリティ FG/AG　¥40,000 ＋税（自店販売価格）サイズ / 24.5～29.5cm
6月1日発売予定 ※一部店舗のみ取扱い

レースレスアッパーのプロ仕様超限定プレミアムモデル

NEMEZIZ 17.1-JAPAN HG
ネメシス 17.1-ジャパン HG　¥22,000 ＋税（自店販売価格）サイズ / 24.5～29.5cm
6月17日発売予定 ※一部店舗のみ取扱い

土・ロングパイル人工芝グラウンド対応プロ仕様モデル

商品番号 BB3675 / ランニングホワイト × ソーラーイエロー × コアブラック 商品番号 S82301 / ランニングホワイト × ソーラーイエロー × コアブラック 

●アジリティーを追求したプロ仕様トップモデル　●アジリティーバンデージとデュアル
ロックシステムを搭載　●激しく俊敏な動きの中でも足全体をしっかりサポートする 360°
トルションテープ　●優れたボールコントロール性に貢献するアジリティースキン 2.0　●
俊敏かつ軽快なステップワークをもたらすヒールカウンター一体型の軽量スプリントフ
レームソール　●現代日本人プレーヤーの足型に適したネオジャパニーズマイクロフィッ
トラスト搭載　●土・ロングパイル人工芝グラウンド対応

●レースレスアッパーのプロ仕様プレミアムモデル　●アジリティーバンデージとデュア
ルロックシステムを搭載　●激しく俊敏な動きの中でも足全体をしっかりサポートする
360°トルションテープ　●レースレスアッパーによりシューズとの一体感を追求　●優れ
たボールコントロール性に貢献するアジリティースキン 2.0　●半円型スタッド構造と斜め
のリブが搭載されたアジリティーフレーム構造が動きやすさと一瞬の俊敏性に貢献　●天
然芝・ロングパイル人工芝グラウンド対応

 日本国内限定255足
アディダス オンラインショップのみ

5月26日先行発売
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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（株式会社プラチナム内）担当： 船越、渡邊　TEL：03-5572-6071　FAX：03-5572-6075　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

商品情報・お貸出しに関するお問い合わせ先
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　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。

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

NEMEZIZ 17.1 FG/AG
ネメシス 17.1 FG/AG
¥23,000 ＋税（自店販売価格）サイズ / 24.5～29.5cm
6月1日発売予定 ※一部店舗のみ取扱い

商品番号 BB6075
ランニングホワイト × ソーラーイエロー × コアブラック 

●アジリティーを追求したプロ仕様トップモデル　
●アジリティーバンデージ & デュアルロック　●高伸
縮 360°トルションテープ　●アジリティースキン 2.0
●超軽量スプリントフレームアウトソール　●アジリ
ティーフレーム　●天然芝・ロングパイル人工芝グラ
ウンド対応

NEMEZIZ TANGO 17.3 TF 
ネメシス TANGO 17.3 TF
¥8,690 ＋税（自店販売価格）サイズ / 24.5～29.5cm
6月1日発売予定

商品番号 BB3657
ランニングホワイト × ソーラーイエロー × コアブラック 

●アジリティーを追求したトレシュー　●アジリ
ティーバンデージ & デュアルロック　●高伸縮 360°ト
ルションテープ　●PU 加工を施した合成繊維のネメシ
スタンゴアッパーが優れたボールコントロール性に貢
献　●異なる形状で不規則に配置されたネメシスタン
ゴスタッド　●土・人工芝グラウンド対応

NEMEZIZ 17.3-JAPAN HG J 
ネメシス 17.3-ジャパン HG J
¥7,690 ＋税（自店販売価格）サイズ / 17.0～24.5cm
6月1日発売予定

商品番号 S82430
ランニングホワイト × ソーラーイエロー × コアブラック 

●アジリティーを追求したジュニアベーシックモデル
●アジリティーバンデージ & デュアルロック　●安定
したパフォーマンスに貢献する人工皮革アッパー　
●マルチコントロールスタッド　●ジャパニーズジュ
ニアマイクロフィットラスト搭載　●土・ロングパイ
ル人工芝グラウンド対応

NEMEZIZ 17.2-JAPAN HG 
ネメシス 17.2-ジャパン HG
¥15,000 ＋税（自店販売価格）サイズ / 24.5～29.5cm
6月1日発売予定

商品番号 S82337
ランニングホワイト × ソーラーイエロー × コアブラック 

●アジリティーを追求した部活仕様のトップモデル　
●アジリティーバンデージ & デュアルロック　●高伸
縮 360°トルションテープ　●アジリティーメッシュ
アッパー　●マルチグリップスタッド搭載　●ネオ
ジャパニーズマイクロフィットラスト搭載　●土・ロ
ングパイル人工芝グラウンド対応

NEMEZIZ 17.3 HG 
ネメシス 17.3 HG
¥8,990 ＋税（自店販売価格）サイズ / 24.5～29.5cm
6月1日発売予定

商品番号 S82343
ランニングホワイト × ソーラーイエロー × コアブラック 

●アジリティーを追求したベーシックモデル　●アジ
リティーバンデージ & デュアルロック　●フィルム
コーティングを施した合成繊維アッパーが優れた耐久
性を発揮　●安定したパフォーマンスに貢献する樹脂
製トライアングルスタッド　●土・ロングパイル人工
芝グラウンド対応

※ 価格の表記は、全て自店販売価格になります。

NEMEZIZ TANGO 17.1 TR 
ネメシス タンゴ　17.1 TR
¥13,000 ＋税（自店販売価格）サイズ / 24.5～29.5cm
6月1日発売予定 ※一部店舗のみ取扱い

商品番号 BB3659
ランニングホワイト × コアブラック × コアブラック 

●NEMEZIZ のスパイクシューズにインスパイアされた
STREET のトップモデル　●スパイクシューズにも採
用されているアジリティーバンデージ & デュアルロッ
ク　●トルションアウトソールが優れたクッション性
を発揮　●ストリート対応

 日本国内限定156足
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