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－2014 FIFA ワールドカップ ブラジル公式試合球－ 

『brazuca（ブラズーカ）』 12月 4日（水）より販売開始 

～FIFA クラブワールドカップ モロッコ 2013 でも公式試合球として使用～ 

 
国際サッカー連盟（FIFA）のオフィシャルパートナーであり、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：東京都港区六本木、代表取締役：ポール・ハーディスティ）は、2014 年 6 月 12 日（木）から

7 月 13 日（日）にかけて、ブラジルで行われる 2014 FIFA ワールドカップ ブラジルの公式試合球として使用さ

れる『brazuca（ブラズーカ）』を、12 月 4 日（水）より販売開始いたします。 

 

『brazuca（ブラズーカ）』は、100 万人以上のブラジリアンが参加したブ

ラジル国内の命名キャンペーンで、3 つの最終候補のうち、70%の支持を

集めて採用されました。『brazuca（ブラズーカ）』とは、ブラジル国民が

自分たちに誇りを持って表現する言葉です。『brazuca（ブラズーカ）』の

イメージは、“感情豊かで、リズムに溢れ、友好的“ でブラジルサッカー

にも通じるブラジルらしいスタイルを表しています。 

 

また、『brazuca（ブラズーカ）』は 2013 年 12 月 11 日（水）から 12 月 21 日（土）にかけて開催される FIFA ク

ラブワールドカップ モロッコ 2013 でも公式試合球として使用されます。 

 

『brazuca（ブラズーカ）』の特長 

■機能面：6 枚・同一の革新的な形状のパネル 

『brazuca（ブラズーカ）』は、FIFA ワールドカップ公式試合球としては最少の

“6 枚のパネル“で構成されています。同時にパネル枚数の減少だけでなく、

『brazuca（ブラズーカ）』は同一のパネル形状により構成されており、これによ

りボールバランス、飛行安定性が向上しています。 

 

■デザインコンセプト：“voice of brazil（ボイス オブ ブラジル）” 

① 視認性の高い白ベースを基調に、ブラジルを連想する緑、青、オレンジを加

えた 3 色での構成になっています。 

② 3 色それぞれ 2 パネルずつ使用し組み合わせ、組み合わせの中央にはブラジル国旗にも使用されているネイビ

ーカラーと星々のデザインが施されています。 

③ ブラジルらしさ、そして宇宙への広がりを表現したデザインになっています。 

 

■アディダス史上最も多いボールテスト 

『brazuca（ブラズーカ）』は、2 年半もの期間をかけて世界のトップレベルの選手 600 名以上が、3 大陸をまた

いで 10 か国 30 チームにおいてテストを実施し、試合球のテストではこれまでにない数のテストを行い、どのよ

うなコンディションにも適したボールであることを確認していきました。テストを行ったクラブには、AC ミラ

ン、FC バイエルン・ミュンヘン、パルメイラスおよびフルミネンセが含まれます。開発の工程には、リオネル・

メッシ、イケル・カシ―ジャス、バスティアン・シュバインシュタイガー、香川真司、ジネディーヌ・ジダンと

いったフットボールの世界的プレーヤーやスターが関わりました。 

 



■オフィシャルツイッタ―アカウント「@Brazuca」が大会までの盛り上がりをつぶやく！ 

12 月 4 日(水)より公式試合球『brazuca（ブラズーカ）』のオフィシャルツイッタ―アカウントが、2014 FIFA  

ワールドカップブラジルが開幕するまでの盛り上がりを、公式試合球の目を通じて世界につぶやいていきます。

『@Ｂrazuca』は、世界中を旅しながら著名なフットボール選手などに出会い、各地の文化に触れ、イベントに

参加しながら、最終的に来年６月、ブラジルでの開幕試合に登場する予定です。 

 

■選手コメント： 

ブラジルのスター選手ダニ・アウべスは、次のようにコメ

ントしています。「このボールでいろいろな楽しいプレー

ができると思うと、すごく楽しみだということがブラズー

カの第一印象です。アディダスは、FIFA ワールドカップ

という世界最高峰の大会に向けてすごいボールを開発し

たと思いました。何よりも、ピッチと空中の両方でうまく

ボールをコントロールすることができ、他の選手たちも気

に入ることは間違いないと思います。このボールを見て、

気持ちが更に高まってきたし、開幕が待ち遠しく感じま

す。」 

 

 

サッカー日本代表の香川真司選手は、次のようにコメント

しています。「2011 年秋ごろにアディダスのボールのテス

トに参加しました。蹴った時、グリップもよくて、コント

ロールもしやすかったと思います。思った通りの軌道で飛

ぶので、パスやシュートの感触も良かったです。実際のデ

ザインは今回初めて見ましたが、ブラジルらしいカラーで、

本大会に向けてモチベーションがあがります。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リオネル・メッシ選手 エディソン・カバーニ選手 シャビ選手 



2014 FIFA ワールドカップ ブラジルのキャンペーン「all in or nothing」の第一フェーズである 2014 FIFA ワー

ルドカップ ブラジルで着用する 8 ヵ国の代表ユニフォームの発表、並びに、ブラジルをテーマにしたスパイク

のシリーズであるサンバコレクションの展開に続き、本日の『brazuca（ブラズーカ）』の発表をもって、次のフ

ェーズに入っていくことになりました。FIFA ワールドカップは、世界最大のフットボールのイベントであり、

アディダスの最先端のテクノロジーを搭載したアパレル、ハードウェア、フットウェアを披露する究極の舞台で

もあります。アディダスは、1970 年以来、FIFA ワールドカップの公式試合球を開発してきました。また、先日、

公式試合球の提供を含めた FIFA とのパートナーシップ契約を 2030 年まで延長しました。 

 

日本国内では株式会社モルテンが 12 月 4 日（水）より販売開始 

『brazuca（ブラズーカ）』、アディダス社(本社：ドイツ CEO：ハーバート・ハイナー)とのライセンス契約に基

づき、株式会社モルテン(本社：墨田区横川、代表取締役社長：民秋 清史)が国内販売します。12 月 4 日（水）

から全国のスポーツ店で販売致します。 

 

【brazuca（ブラズーカ）商品レンジ概要】 

No. 商品名 品番 税込価格 サイズ 成型 FIFA 公認 
JFA 

検定 
出荷開始日 

1 brazuca（ブラズーカ） AS590 ¥17,010 5 TB Approved ○ 2013/12/3 

2 brazuca（ブラズーカ）ルシアーダ AS592LU ¥5,460 5 手縫い Inspected ○ 2013/12/3 

3 brazuca（ブラズーカ）ルシアーダ AS392LU ¥3,780 3 手縫い   2013/12/3 

4 brazuca（ブラズーカ）ルシアーダ ソフト AS393 ¥3,675 3 手縫い     2013/12/3 

5 brazuca（ブラズーカ）キッズ AS490 ¥5,040 4 TB   ○ 2013/12/3 

6 brazuca（ブラズーカ）キッズ U-12 AS491K ¥5,040 4 TB   ○ 2013/12/3 

7 brazuca（ブラズーカ）ジュニア 290 AS493JR ¥3,675 4 軽 手縫い     2013/12/3 

8 brazuca（ブラズーカ）グライダー オレンジ AS594ORB ¥4,725 5 手縫い   ○ 2013/12/3 

9 brazuca（ブラズーカ）グライダー オレンジ  AS494ORB ¥4,515 4 手縫い   ○ 2013/12/3 

10 brazuca（ブラズーカ）グライダー ライム AS594LB ¥4,725 5 手縫い   ○ 2013/12/3 

11 brazuca（ブラズーカ）グライダー ライム AS494LB  ¥4,515 4 手縫い   ○ 2013/12/3 

12 brazuca（ブラズーカ）グライダー 青 AS594BOR  ¥4,725 5 手縫い   ○ 2013/12/3 

13 brazuca（ブラズーカ）グライダー 青 AS494BOR  ¥4,515 4 手縫い   ○ 2013/12/3 

14 brazuca（ブラズーカ）フットサル ASF490 ¥4,725 4 手縫い Approved ○ 2013/12/3 

15 brazuca（ブラズーカ）フットサル 黄×緑 ASF492YG ¥4,200 4 手縫い   ○  2013/12/3 

16 brazuca（ブラズーカ）フットサル  ASF390 ¥4,515 3 手縫い   ○ 2013/12/3 

17 brazuca（ブラズーカ）ミニ AMS190 ¥2,100 ※ ミシン     2013/12/3 

 

*TB・・・サーマルボンディング 

※FIFA Approved:ボールの形状とサイズが試合中を通じて同じ状態を保つことを保証するため、丸さ、吸水性、跳ね返

り、圧力低下等 7 つのテストに合格しているもの。 

※FIFA Inspected: FIFA Approved テスト項目のうち、6 つ以上合格しているもの。 

※価格はモルテン社希望小売価格です。 

※brazuca（ブラズーカ）ミニのサイズは直径 15 ㎝ 

※No14~No16 のサイズはフットサルの規定サイズとなります。 

 本件に関する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（ブルーカレント・ジャパン株式会社内） 

※画像はこちらからもダウンロード可能です。 news.adidas.com/JP 

TEL：03-6204-4173 Fax：03-6204-4142 E-mail：adidas@bluecurrentpr.com 

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 
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