
※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

Apparel 2012 SS Running

女性をキレイに見せるデザインと快適な機能を追求

アディダスでは、女性ランナーに向けた新たなランニングウェア「蘭（ラン）」シリーズを、2012年春夏シーズンより発売いたします。

ランニングウェア「蘭」シリーズは、女性ランナーをより美しくキレイにみせるためのデザイン性を追求。アディダスがこれまで培ってきたランニングウェアの機能性に加えて、女性ランナーを

より美しく見せるシルエット、ディテール、カラー、着用感を実現するとともに、多彩なコーディネートが楽しめる商品ラインナップとカラーを展開しています。

「蘭」というシリーズ名は「女性ランナーを蘭の花のように美しく見せ、ランニングライフがより鮮やかに花開くように」とのコンセプトから誕生しました。「蘭」シリーズを着用することで、より多く

の女性がランニングを楽しみ、さらに美しく充実したランニングスタイルを叶えて欲しいという想いが込められています。

女性ランナーに向けた「蘭」シリーズは、2011年12月下旬より発売中です。

女性ランナーに向けたランニングウェア「蘭」誕生!!

「蘭」　コーディネート例

RUN Frill Skirt

RUN Decollete SS T-Shirt

RUN 3/4 Tights RUN Hot Pants

RUN Long Tights

RUN Decollete
LS T-Shirt

RUN LS Jacket
蘭 LS ジャケット

¥10,395 （本体価格¥9,900）

アシンメトリーにデザインされたフロント

ファスナーが印象的なロングスリーブ

ジャケット。

美しいシルエットを追求した袖や襟のパ

フあしらいにより女性らしさを演出。ベン

チレーション機能を兼ねたドット柄やフィ

ンガーホールなど、デザイン性のみなら

ず高い機能性も備えています。カラーは

3色を展開。

サイズ / S、M、L、OT

商品番号X45581 / ホワイト

蘭 デコルテ SS Tシャツ　　¥4,830 （本体価格¥4,600）

首回りをすっきりと美しく見せる、広めのネックラインが特徴のショート

スリーブTシャツ。左右の裾には、ストラップで調整可能なドレープをあ

しらい、ウエストラインを高くすることで足長効果をもたらします。バッ

クの肩甲骨部分にはスタイリッシュなベンチレーションホールを採用し

ています。カラーは3色を展開。サイズ / S、M、L、OT

商品番号X45566 / ウルトラポップS12

蘭 フリルスカート

¥5,880 （本体価格¥5,600）

女性らしさを高めるフリルをあしらったラ

ンニングスカート。

適度なボリューム感のあるフリルによ

り、美しいAラインシルエットを効果的に

演出することができます。バックには、

携帯電話やコインなどを収納可能なポ

ケットを装備。カラーは3色を展開。サイ

ズ / S、M、L、OT

商品番号X45590 / シフトグレーF11

蘭 3/4 タイツ

¥5,145 （本体価格¥4,900）

蘭 フリルスカートや蘭 ホットパンツとコーディネート

が楽しめる3/4タイツ。

着圧を高めるパワーネットを臀部に配置すること

で、ヒップラインをキレイに見せる効果を高めていま

す。サイズ / S、M、L、OT

商品番号X45606 / ブラック

蘭 デコルテ LS Tシャツ　　¥5,565 

（本体価格¥5,300）

首回りをすっきりと美しく見せる、広

めのネックラインが特徴のロングス

リーブTシャツ。

左右の裾には、ストラップで調整可

能なドレープをあしらい、ウエストラ

インを高くすることで足長効果をもた

らします。バックの肩甲骨部分には

スタイリッシュなベンチレーション

ホールを採用しています。カラーは3

色を展開。

サイズ／S、M、L、OT

商品番号X45568 / ブラック

蘭 ホットパンツ

¥5,565 （本体価格¥5,300）

蘭 ロングタイツや蘭 3/4 タイツとの

コーディネートを楽しむことができる

ホットパンツ。

伸縮性のある素材を使用すること

で、着用感と走りやすさを高めてい

ます。カラーは3色を展開。

サイズ / S、M、L、OT

商品番号X45600 / ウルトラポップ

S12

蘭 ロングタイツ

¥6,195 （本体価格¥5,900）

蘭 フリルスカートや蘭 ホットパンツ

とコーディネート可能な、女性のシ

ルエットを美しく魅せるロングタイ

ツ。

臀部に着圧を高めるパワーネットを

配置することで、ヒップラインをキレ

イに魅せてくれます。

サイズ / S、M、L、OT

商品番号X45595 / ブラック

インナーには美しいネックラインが特徴の
ショートスリーブTシャツをコーディネート

ディテールにこだわったジャケットとスカートで女性らしさを演出 洗練されたシルエットとカラーで女性のスタイリッシュさを追求

読者、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：0120-810-654  （土日祝除く、9:30〜18:00）

www.adidas.jp/running



※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

Footwear 2012 SS Running

2時間03分38秒の世界新記録を支えた「adizero Japan 2」登場!!

さらなる進化を遂げた2012年春夏シーズンの最新「adizero」3モデル
アディダスでは、ランニングシューズ「adizero」シリーズの2012年春夏モデ

ルとして、大幅なモデルチェンジにより機能性をさらに高めた「adizero 

Japan 2 （アディゼロ ジャパン 2）」、「adizero Boston 3 （アディゼロ ボスト

ン 3）」、「adizero F50 2 （アディゼロ F50 2）」の3モデルを発売いたします。

より優れた反発性とグリップ性を追求し、機能とデザインを一新したトップ

モデル「adizero Japan 2」は、2011年9月25日のベルリンマラソン大会にお

いて、パトリック・マカウ選手が着用。2時間03分38秒の世界新記録を達成

し、その実力を実証いたしました。

また、「adizero Boston 3」は優れたクッション性に加えてさらなる軽量性を

追求、「adizero F50 2」は、他競技のランニングトレーニングにも対応したマ

ルチトレーニングモデルとして進化しています。

2012年春夏モデルの「adizero Japan 2」、「adizero Boston 3」、「adizero 

F50 2」は、2011年12月下旬より発売中です。

adizero Japan 2
アディゼロ ジャパン 2　　¥12,600　（本体価格¥12,000）

1km4分ペースで走るランナーに向けたレーシングモデル。反発性と

グリップ力を高めるため、前足部のエクステンディッドトルションシス

テムを3本に増強し、高反発弾性素材アディプリーンプラスを改良。さ

らに、コンチネンタル社と共同開発したグリップ性の高いランニング

用ソールラバー「コンチネンタルラバー」を搭載。microFITレーシング

ラスト採用。約210g（27.0cm片足）。サイズ / 24.5〜30.0cm

※ワイドラスト採用モデル、ウィメンズモデルも展開

パトリック・マカウの世界新記録を支えたレーシングモデル クッション性に加え軽さとグリップ性を高めたトレーニングモデル

「adizero Japan 2」は、パトリック・マカウ選手（世界記録保持者）、ハイレ・ゲブレセラシエ選手、諏訪利成選手

（日清食品グループ陸上競技部）、藤田敦史選手（富士通陸上競技部）、北村聡選手（日清食品グループ陸

上競技部）が着用予定。また、ウィメンズモデルの「adizero Japan 2 W」は、福士加代子選手（ワコール女子陸

上競技部）、尾崎好美選手（第一生命女子陸上競技部）が着用予定です。

商品番号 V23336

エレクトリシティ × ブラック × ブラック

商品番号 V23237

ハイエナジー S12× ブラック × ブラック

タイヤメーカーであるコンチネンタル社との共

同開発による「コンチネンタルラバー」を採用。

つま先部に配置することで、濡れた路面で約

39％、乾いた路面で約32％ものグリップ性の向

上を実現しています。※上記向上率は当社比

アッパーのかかと部分に、立

体的に成形された補強パーツ

を装備。かかと周りのフィット

感をさらに高めています。

adizero Boston 3
アディゼロ ボストン 3　　¥10,500 （本体価格¥10,000）

自然な着地を促し膝への負担を軽減する、軽量化された新3Dフォー

モーションを搭載したクッショニングトレーニングモデル。アウトソール

には、コンチネンタル社と共同開発したランニング用ソールラバー、コ

ンチネンタルラバーを搭載しグリップ性を向上。microFITトレーニング

ラスト採用。約270g（27.0cm片足）。カラーは2色を展開。

サイズ / 24.5〜30.0cm

※ワイドラスト採用モデル、ウィメンズモデルも展開

軽量化した新3Dフォーモー

ションをヒール部分に搭載。

アッパーのサポート性を高めたマルチトレーニングモデル

商品番号V23337

ブラック×ハイエナジーS12×ゼロメットF11

adizero F50 2
アディゼロ F50 2　　¥10,500 （本体価格¥10,000）

他競技のランニングトレーニングにも対応するバーサタイルモデル。ヒールま

で包み込む軽量のスプリントフレーム搭載により、反発性とサポート性が向

上。アッパーには、スプリントウェブを採用し、横方向の動きにも対応。microFIT

トレーニングラスト採用。約265g（27.0cm片足）。カラーは4色を展開。

サイズ / 24.5〜30.0cm　※ウィメンズモデルも展開

「スプリントウェブ」の採用により、

アッパーのサポート性を強化。

「エクステンディッ

ドトルションシステ

ム」を従来の2本

構造から3本構造

に増強。前足部の

反発力をさらに高

めています。

読者、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：0120-810-654  （土日祝除く、9:30〜18:00）

www.adidas.jp/running



※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

Men’s Footwear 2012 SS Running

ランニングレベルやスタイルに合わせて選べる機能性と多彩なラインナップが魅力

2012年春夏シーズンの 「adizero」メンズ ランニング シューズ登場！
アディダスの2012年春夏シーズンのメンズ ランニングシューズは、エリートランナーのレースからレクリエーショナルランナー、さらには他競技のアスリートのトレーニングまで、

幅広いランニングレベルやスタイルに適した充実のラインナップを展開。モデルチェンジにより大幅に進化したモデルをはじめ、クッション性、フィット性、ホールド性などを細や

かに調整した多彩なモデルを展開。さらにワイドモデルも充実しています。より速く、より快適なランニングシューズがお選びいただける2012年春夏シーズンのメンズ ランニン

グシューズは、2011年12月下旬より発売中です。

1km4分ペースで走るランナーに向けたレーシングモデル。

反発性とグリップ力を高めるため、前足部のエクステン

ディッドトルションシステムを3本に増強し、高反発弾性素

材アディプリーンプラスを改良。さらに、コンチネンタル社と

共同開発したランニング用ソールラバー、コンチネンタルラ

バーを搭載し、アウトソールのグリップ力を向上していま

す。
商品番号 V23237

ハイエナジー S12× ブラック × ブラック

microFITレーシングラスト採用

アディゼロ ジャパン 2　　¥12,600　（本体価格¥12,000）

反発性とグリップ力が進化したレーシングモデルadizero Japan 2

約210g （27.0cm片足）

ワイドラスト採用モデルも展開サイズ / 24.5〜30.0cm

1km4分ペースで走るレース＆トレーニングモデル。2層構

造のエンジニアドフォアフットラバーにより、クッション性を

保ちつつアウトソールの耐久性を向上。アディプリーンプラ

ス搭載により、着地時の衝撃を強い推進力に変換。中足

部には、足の動きを安定させる「トルションシステム」を採

用しています。カラーは2色を展開。
商品番号V23341 / ハイエナジーS12

×メタリックシルバー×ブラック

microFITレーシングラスト採用

アディゼロ CS 7　　¥10,500　（本体価格¥10,000）

クッション性と耐久性に優れたモデルadizero CS 7

約255g （27.0cm片足）

ワイドラスト採用モデルも展開サイズ / 24.5〜29.0cm

1km5分で走るレース&トレーニングモデル。前足部のアイ

ステイパターンをつま先まで伸ばしホールド感を向上。ヒー

ルに搭載された3Dフォーモーションユニットが、自然な着

地を促し膝への負担を軽減します。カラーは2色を展開。

商品番号V23326 / ランニングホワイト

×ブラック×メタリックシルバー

microFITトレーニングラスト採用

アディゼロ テンポ 4　　¥11,550　（本体価格¥11,000）

安定性に優れたレース＆トレーニングモデルadizero Tempo 4

約290g （27.0cm片足）

ワイドラスト採用モデルも展開サイズ / 24.5〜30.0cm

様々な競技におけるランニングトレーニングに適した軽量

モデル。軽量のスプリントフレーム搭載により、約190ｇ

（27.0cm片足）の軽さと、加速力を生み出す優れた反発力

を実現。軽量メッシュ素材を採用した新構造アッパーを採

用し、軽量化と同時にクッション性とサポート性も確保。カ

ラーは4色を展開。
商品番号 V22800 / ハイエナジー S12

× ゼロメット F11× ランニングホワイト

microFITトレーニングラスト採用

アディゼロ フェザー　　¥9,975　（本体価格¥9,500）

軽さと速さを追求したトレーニングモデルadizero Feather

約190g （27.0cm片足）

サイズ / 24.5〜30.0cm

1km4分ペースで走るランナーに向けたレース&トレーニン

グモデル。2層構造のエンジニアドフォアフットラバーによ

り、クッション性を保ちつつアウトソールの耐久性を向上。

アディプリーンプラス搭載により、着地時の衝撃を強い推

進力に変換。Y字オーバーレイとヒールバンドを採用し、

フィット性とホールド性を向上させています。カラーは2色を

展開。
商品番号 V23353 / ブラック

× ハイエナジー S12× メタリックシルバー

microFITトレーニングラスト採用

アディゼロ マナ 6　　¥9,450　（本体価格¥9,000）

ハードな走りに応える高い耐久性と安定性adizero mana 6

約255g （27.0cm片足）

ワイドラスト採用モデルも展開サイズ / 24.5〜30.0cm

1km5分ペースで走るランナーに向けたレース&トレーニン

グモデル。インサイドにシングルメッシュを採用したアッ

パー構造により安定性を向上。ミッドソールには、硬度が

異なる2種類のEVAを採用。ヒールに搭載された3Dフォー

モーションユニットが、自然な着地を促し膝への負担を軽

減します。カラーは3色を展開。
商品番号 V23348 / ランニングホワイト

× ブラック × ハイエナジー S12

microFITトレーニングラスト採用

アディゼロ エイジ 2　　¥12,600　（本体価格¥12,000）

安定性とクッション性を兼備した一体感adizero AGE 2

約255g （27.0cm片足）

ワイドラスト採用モデルも展開サイズ / 24.5〜30.0cm

自然な着地を促し膝への負担を軽減する、軽量化された

新3Dフォーモーションを搭載したクッショニングトレーニン

グモデル。アウトソールには、コンチネンタル社と共同開発

したランニング用ソールラバー、コンチネンタルラバーを搭

載しグリップ性を向上。カラーは2色を展開。

商品番号 V23336

エレクトリシティ × ブラック × ブラック

microFITトレーニングラスト採用

アディゼロ ボストン 3　　¥10,500　（本体価格¥10,000）

軽量化した新3Dフォーモーション搭載adizero Boston 3

約270g （27.0cm片足）

ワイドラスト採用モデルも展開サイズ / 24.5〜30.0cm

他競技のランニングトレーニングにも対応するバーサタイ

ルモデル。ヒールまで包み込む軽量のスプリントフレーム

搭載により、反発性とサポート性が向上。アッパーには、ス

プリントウェブを採用し、横方向の動きにも対応。カラーは

4色を展開。

商品番号V23337

ブラック×ハイエナジーS12×ゼロメットF11

microFITトレーニングラスト採用

アディゼロ F50 2　　¥10,500　（本体価格¥10,000）

あらゆるスポーツに対応するバーサタイルモデルadizero F50 2

約265g （27.0cm片足）

サイズ / 24.5〜30.0cm

読者、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：0120-810-654  （土日祝除く、9:30〜18:00）

www.adidas.jp/running



※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

Women’s Footwear 2012 SS Running

ランニングレベルやスタイルに合わせて選べる機能性と多彩なラインナップが魅力

2012年春夏シーズンの 「adizero」ウィメンズ ランニング シューズ登場！
アディダスの2012年春夏シーズンのウィメンズ ランニングシューズは、エリートランナーのレースからレクリエーショナルランナー、さらには他競技のアスリートのトレーニング

まで、幅広いランニングレベルやスタイルに適した充実のラインナップを展開。モデルチェンジにより大幅に進化したモデルをはじめ、クッション性、フィット性、ホールド性などを

細やかに調整した多彩なモデルを展開。さらにユニセックスのワイドモデルも充実しています。より速く、より快適なランニングシューズがお選びいただける2012年春夏シーズ

ンのウィメンズ ランニングシューズは、2011年12月下旬より発売中です。

1km4分ペースで走るランナーに向けたレーシングモデル。

反発性とグリップ力を高めるため、前足部のエクステン

ディッドトルションシステムを3本に増強し、高反発弾性素

材アディプリーンプラスを改良。さらに、コンチネンタル社と

共同開発したランニング用ソールラバー、コンチネンタルラ

バーを搭載。
商品番号 V23346 / コアエネジー S12

× ランニングホワイト × ブラック

microFITレーシングラスト採用

アディゼロ ジャパン 2 W　　¥12,600　（本体価格¥12,000）

反発性とグリップ力が進化したレーシングモデルadizero Japan 2 W

約185g （24.0cm片足）

ワイドラスト（ユニセックス）モデルも展開サイズ / 22.0〜26.0cm

1km4分ペースで走るレース＆トレーニングモデル。2層構

造のエンジニアドフォアフットラバーにより、クッション性を

保ちつつアウトソールの耐久性を向上。アディプリーンプラ

ス搭載により、着地時の衝撃を強い推進力に変換。中足

部には、足の動きを安定させる「トルションシステム」を採

用しています。カラーは2色を展開。
商品番号V23343 / コアエネジーS12

×メタリックシルバー×ランニングホワイト

microFITレーシングラスト採用

アディゼロ CS 7 W　　¥10,500　（本体価格¥10,000）

クッション性と耐久性に優れたモデルadizero CS  7 W

約210g （24.0cm片足）

ワイドラスト（ユニセックス）モデルも展開サイズ / 22.0〜26.0cm

1km5分で走るレース&トレーニングモデル。前足部のアイ

ステイパターンをつま先まで伸ばしホールド感を向上。ヒー

ルに搭載された3Dフォーモーションユニットが、自然な着

地を促し膝への負担を軽減します。カラーは2色を展開。

商品番号V21690 / ランニングホワイト

×ウルトラパープルS12×メタリックシルバー

microFITトレーニングラスト採用

アディゼロ テンポ 4 W　　¥11,550　（本体価格¥11,000）

安定性に優れたレース＆トレーニングモデルadizero Tempo 4 W

約245g （24.0cm片足）

ワイドラスト（ユニセックス）モデルも展開サイズ / 22.0〜26.0cm

アディゼロ フェザー W　　¥9,975 （本体価格¥9,500）

様々な競技におけるランニングトレーニングに適した軽量

モデル。軽量のスプリントフレーム搭載により、約165g

（24.0cm片足）の軽さと、加速力を生み出す優れた反発力

を実現。軽量メッシュ素材を採用した新構造アッパーを採

用し、軽量化と同時にサポート性も確保。カラーは3色を展

開。
商品番号 22804 / コアエネジー S12

× ゼロメット F11× ウルトラブライト S12

microFITトレーニングラスト採用

アディゼロ フェザー W　　¥9,975　（本体価格¥9,500）

軽さと速さを追求したトレーニングモデルadizero Feather W

約165g （24.0cm片足）

サイズ / 22.0〜26.0cm

1km4分ペースで走るランナーに向けたレース&トレーニン

グモデル。2層構造のエンジニアドフォアフットラバーによ

り、クッション性を保ちつつアウトソールの耐久性を向上。

アディプリーンプラス搭載により、着地時の衝撃を強い推

進力に変換。Y字オーバーレイとヒールバンドを採用し、

フィット性とホールド性を向上させています。カラーは2色を

展開。
商品番号 V23355 / ランニングホワイト

× ウルトラパープル S12× ゼロメット F11

microFITトレーニングラスト採用

アディゼロ マナ 6 W　　¥9,450　（本体価格¥9,000）

ハードな走りに応える高い耐久性と安定性adizero mana 6 W

約210g （24.0cm片足）

ワイドラスト（ユニセックス）モデルも展開サイズ / 22.0〜26.0cm

1km5分ペースで走るランナーに向けたレース&トレーニン

グモデル。インサイドにシングルメッシュをボンディング接

合したアッパー構造により、シームレスで快適な着用感と

安定性を向上。ミッドソールには、硬度が異なる2種類の

EVAを採用。ヒールに搭載された3Dフォーモーションユニッ

トが、自然な着地を促し膝への負担を軽減します。カラー

は4色を展開。
商品番号 V22659 / ブラック

× ネオアイロンメット F11× ウルトラポップ S12

microFITトレーニングラスト採用

アディゼロ エイジ 2 W　　¥12,600　（本体価格¥12,000）

安定性とクッション性を兼備した一体感adizero AGE  2 W

約220g （24.0cm片足）

ワイドラスト（ユニセックス）モデルも展開サイズ / 22.0〜26.0cm

自然な着地を促し膝への負担を軽減する、軽量化された

新3Dフォーモーションを搭載したクッショニングトレーニン

グモデル。アウトソールには、コンチネンタル社と共同開発

したランニング用ソールラバー、コンチネンタルラバーを搭

載しグリップ性を向上。カラーは3色を展開。

商品番号 V22660 / ウルトラポップ S12

× ブラック × メタリックシルバー

microFITトレーニングラスト採用

アディゼロ ボストン 3 W　　¥10,500　（本体価格¥10,000）

軽量化した新3Dフォーモーション搭載adizero Boston  3 W

約235g （24.0cm片足）

ワイドラスト（ユニセックス）モデルも展開サイズ / 22.0〜26.0cm

他競技のランニングトレーニングにも対応するバーサタイルモデ

ル。ヒールまで包み込む軽量のスプリントフレーム搭載に

より、反発性とサポート性が向上。アッパーには、スプリン

トウェブを採用し、横方向の動きにも対応。カラーは3色を

展開。

商品番号V23422 / ランニングホワイト

×コアエネジーS12×ゼロメットF11

microFITトレーニングラスト採用

アディゼロ F50 2 W　　¥10,500　（本体価格¥10,000）

あらゆるスポーツに対応するバーサタイルモデルadizero F50 2 W

約225g （24.0cm片足）

サイズ / 22.0〜26.0cm

読者、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：0120-810-654  （土日祝除く、9:30〜18:00）

www.adidas.jp/running
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