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アディダス契約選手が 2014 FIFA ワールドカップ ブラジルで着用
「バトル コレクション」は、4 つのプレーヤータイプに合わせたモデル「プレデター 

インスティンクト」「アディゼロ f50」「アディゼロ f50 LM」「パティーク 11 コア」「ナ

イトロチャージ 1.0」をラインナップ。各国のアディダス契約選手が 2014 FIFA ワー

ルドカップ ブラジルに向けて着用します（UEFA チャンピオンズリーグ決勝出場の選

手は 5 月 24 日より、サッカー日本代表選手は 5 月 27 日の親善試合より着用予定）。

白黒はっきり勝負をつけるためのバトルグラフィック
「バトル コレクション」は、2014 FIFA ワールドカップ ブラジルに向けたアディダ

スのキャンペーン「all in or nothing」を白黒のバトルグラフィックで表現したもの。

「白か黒か」勝敗を決する本大会にふさわしい、シンプルかつ斬新なバトルグラフィッ

クは、開催地ブラジルの歴史において、先住民の戦士たちが戦いの際、顔に施した戦

闘化粧にインスパイアされています。また、スパイクシューズごとに異なるパターン

は、それぞれのモデルの特性を表現。スリーストライプスには FIFA ワールドカップ

のトロフィーのゴールドとフットボールの神々の炎を表すオレンジをモチーフにした

ソーラーゴールドがあしらわれます。

2014 FIFA ワールドカップ ブラジル開催にあわせた限定発売
「バトル コレクション」は、アディダス直営店、adidas ONLINE SHOP、全国のアディ

ダス取り扱い店にて 5 月 26 日より発売。2014 FIFA ワールドカップ ブラジル開催

にあわせての限定発売となります。

バランス　すべてを器用にこなすバランサーに。

パティーク 11コア

スピード　異次元にぶっちぎるスピードスターに。

アディゼロ f50

コントロール　スキルで支配するボールマスターに。

プレデター インスティンクト

エナジー　縦横無尽に暴れまくるハードワーカーに。

ナイトロチャージ 1.0

リオネル・メッシ限定着用モデル

アディゼロ f50 LM

all in or nothing

2014 FIFAワールドカップ ブラジルの最終兵器「バトル コレクション」登場
白黒のバトルグラフィックをまとい5月26日発売!!
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technology

※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

Design

predator

アディダスでは、2014 FIFA ワールドカップ ブラジルに

向けた「バトル コレクション」として、フットボールス

パイクのニューモデル「predator instinct（プレデター 

インスティンクト）」を発売いたします。

あらゆるボールスキルを追求する “ ボールマスター ” に向

けた「predator instinct」は、ボールコントロール性をよ

り高めるため、アッパーに施された従来のプレデターラ

バーを改良・拡大。新たに、アウトソールの前足部のスタッ

ドに TPU コントロールフレームを採用し、足裏でのボー

ルコントロール性能を高めるとともに、インサイドには

ジェルパッドを搭載し、クッション性を高めることでボー

ルミートのしやすさを向上しています。

1994 年より FIFA ワールドカップの開催に合わせてモデ

ル チ ェ ン ジ を 重 ね て き た「predator」は、こ の

「predator instinct」で誕生 20 周年。これを記念して、

「predator instinct」のみが、他の「バトル コレクション」

とは白黒が反転した黒地のグラフィックを採用していま

す。また、シュータンには誕生 20 周年を示す「20」と

14 代目を示す「14」が、ブラジル大会開催年の「2014」

とかけ合わせてあしらわれます。

「predator instinct」は、メスト・エジル選手、シャビ選手、

清武弘嗣選手ら、2014 FIFA ワールドカップ ブラジルに

出場するアディダス契約選手が着用。「バトル コレクショ

ン」の「predator instinct」は、ア デ ィ ダ ス 直 営 店、

adidas ONLINE SHOP（http://shop.adidas.jp/football）、

全国のアディダス取り扱い店にて 5 月 26 日より発売。

2014 FIFA ワールドカップ ブラジル開催にあわせた限定

発売となります。

さらに進化したボールコントロール性
前モデルの「必殺5ゾーン」の形状を改良するとともに面積
を拡大。さらに、それぞれのゾーンを連続して配置すること
で、ボールコントロール性をさらに向上。
また、新たなテクノロジーとして、アウトソール前足部のス
タッドに施されたTPUコントロールフレーム、内足側のジェ
ルパッドを採用しています。

浮いたボールのクッションコント
ロールやボールコントロールをしな
がらの方向転換をサポート。
新しい形状の凹型ラバーが、ボール
の吸いつきやすさを高めます。

サイドからのピンポイントクロスやス
ピンをかけた高速ショットをサポー
ト。大型3Dラバーが、ボールのひっか
かりやすさを高め、さらなるスピン力
をもたらします。

ドリブル時の細かいボールタッチ
や、スピードにのった状態での正確
なボールコントロールをサポート。
さらに拡大されたラバーが、前後左
右への適切なボールタッチをもたら
します。

サイドチェンジやフィード時のロング
パスや高速シュートをサポート。より
厚みを増したジグザグ形状の3Dリブラ
バーが、ボールスピードと飛距離を高
めます。

ジェルパッド
イ ン サ イ ド に 、
クッション性を備
えたジェルパッド
を搭載。より確実
なボールミートを
もたらします。

TPUコントロールフレーム
アウトソール前足部の周辺とスタッ
ドに、ソフトな樹脂コーティングを
採用。ボールタッチ時のグリップ性
を高めることで、足裏でのボールコ
ントロール性も高めています。

ドリブルラバー

ファーストタッチラバー

ドライブラバー

スウィートスポットラバー

メスト・エジル選手
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※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

サイズ / 24.5 ～ 29.0cm
商品番号 M19997
ブラック × ネオンオレンジ × ランニングホワイト

predator instinct JAPAN HG WC
プレデター インスティンクト ジャパン HG WC
19,000 円（税抜）

2014 FIFA ワールドカップ ブラジルに出場するアディダス
契約選手着用のトップモデル。アウトソールはハードグラウ
ンド、ロングパイル人工芝に対応。

サイズ / 24.5 ～ 29.0cm
商品番号 M18605
コアブラック × ソーラーゴールド × コアホワイト

プレデター インスティンクトのコンセプトを踏襲したレ
ギュラーモデル。アウトソールはハードグラウンド、ロング
パイル人工芝に対応。

サイズ / 17.0 ～ 24.5cm
商品番号 M18604
コアブラック × ソーラーゴールド × コアホワイト

predator absolado IS HG J WC
プレデター アブソラド IS HG J WC
6,900 円（税抜）

プレデター インスティンクトのコンセプトを踏襲したジュ
ニア用モデル。アウトソールはハードグラウンド、ロングパ
イル人工芝に対応。

predator absolion IS JAPAN HG WC
プレデター アブソリオン IS ジャパン HG WC
13,000 円（税抜）

predator 着用選手

predator  着用プレーヤー

predator  ラインナップ

清武 弘嗣

権田 修一

エセキエル・ガライ

ディ・マリア

リッカルド・モントリーヴォ

フィル・ジャギエルカ

アルバロ・アルベロア

イケル・カシージャス

シャビエル・エルナンデス

ダビド・シルバ

フアン・マタ

フェルナンド・ジョレンテ

フェルナンド・トーレス

ペトル・チェフ

（日本）

（日本）

（アルゼンチン）

（アルゼンチン）

（イタリア）

（イングランド）

（スペイン）

（スペイン）

（スペイン）

（スペイン）

（スペイン）

（スペイン）

（スペイン）

（チェコ）

メスト・エジル選手 オスカル選手

権田 修一 選手のコメント
バトルコレクションには驚きま
した。4 つのモデルすべてが白
黒のバトルグラフィックなのが
すごい。こんなスパイクは初め
てです。白黒というシンプルな
カラーだけど、とても斬新なの

で新たなトレンドになると思います。驚きもあり、履
く喜びもあり、という印象のスバイクです。
他のスパイクが白地に黒グラフィックですが、僕の相
棒のプレデターだけが、反転した黒地に白グラフィッ
クのカラーなんです。そこがおしゃれで気に入ってい
ます。ピッチに立ったとき、自分のプレーと同じよう
に履いているスパイクも見られている。そこで、こう
いったデザインの、アディダスの力の入ったスパイク
を履くことは、大きな力になると思います。
ゴールキーパーは「白黒」はっきりつくポジション。
やられたら黒だし、止めたら白。白黒はっきりつける
プレーを心がけます。もちろん白を多くするように！

清武 弘嗣 選手のコメント
なにより、見た目のインパクト
に目を奪われました。動物的と
いうか野性的というか、相手を
威嚇する感じが本当にかっこい
い。これまでみたことのないデ
ザインなので、ピッチでも存在

感をアピールできると思います。
今回着用するプレデターは、まさにアディダスを象徴
するスパイク。14 代目として、まったく新しいモデル
に生まれ変わったことで、ボールコントロールのしや
すさがさらに高くなりました。駆け引きや一瞬の正確
なコントロールで相手を倒していくのに、これ以上の
スパイクはありません。
このプレデターを履けることを光栄に思って、ワール
ドカップでもしっかり戦いたいと思います。このプレ
デターの白黒のバトルグラフィックのように、ピッチ
のうえで相手を倒し、絶対に勝って白黒つけたいと思
います。

ペア・ メルテザッカー

マッツ・フメルス

メスト・エジル

オスカル

カカ

サミル・ナスリ

エディン・ジェコ

ナニ

（ドイツ）

（ドイツ）

（ドイツ）

（ブラジル）

（ブラジル）

（フランス）

（ボスニア・ヘルツェゴビナ）

（ポルトガル）
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アディダスでは、2014 FIFA ワールドカップ ブラジルに

向けた「バトル コレクション」として、フットボールス

パイク「adizero f50」を発売いたします。

ルイス・スアレス選手や香川真司選手ら 2014 FIFA ワール

ドカップ ブラジルに出場するアディダス契約選手が着用

する「バトル コレクション」の「adizero f50」は、2014 

FIFA ワールドカップ ブラジルに向けたアディダスのキャ

ンペーン「all in or nothing」を表現した白黒のバトルグ

ラフィックが特徴。さらに、トロフィーとフットボールの

神々の炎を表現したソーラーゴールドのスリーストライプ

スや、開催年の「14」を記したヒール部など、「バトル コ

レクション」ならではの特別なディテールが施されます。

相手をぶっちぎるスピードを求めるプレーヤーのために、

より進化した「adizero f50」は、そのコンセプトである “ 軽

さ ” を 追 求 し、150g (adizero f50 TRX FG / 27.0cm / 

片足 ) の軽さを実現。さらに、「ハイブリッドシンセティッ

クレザー」と「スピードフォイル」を採用したアッパーや「ス

プリントフレーム」を搭載したアウトソールにより、軽さ

のみならず耐久性と安定性も高めています。

また、「adizero f50 JAPAN HG WC」には日本人プレーヤー

に適した「ニューマイクロフィットラスト」を採用してい

ます。

「バ ト ル コ レ ク シ ョ ン」の「adizero f50」は、2014 

FIFA ワールドカップ ブラジル開催にあわせた限定モデル

と し て、ア デ ィ ダ ス 直 営 店、adidas ONLINE SHOP

（http://shop.adidas.jp/football）、全国のアディダス取

り扱い店にて 5 月 26 日より発売の予定となります。

technology

※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

ハイブリッド
シンセティックレザー
アッパーの前足部には、より
薄く軽くなったハイブリッド
シンセティックレザーを採用。
優れたフィッティングと足な
じみのよさを実現しています。

スプリントフレーム
従来のスプリントフレームをより軽量化。
TPU 素材の配合と補強パーツの形状を改
良することで、耐久性はそのままにさらな
る軽量化を実現しました。

ドリブルテクスチャー
前足部のアッパー表面にボールグリップ性
に優れた 3D プリントを採用。ハイスピー
ドプレー時の正確なボールコントロール性
を高めています。

スピードフォイル
アッパー後足部には、極薄のメッシュに
TPU コーティングを施したスピードフォ
イルを採用。軽さのみならず優れた耐久性
を備えています。

ニューマイクロフィットラスト
より自然なつま先の動きを促進するニュー
マイクロフィットラストを採用し、フィッ
ト性をさらに向上しました。
※adizero f50 JAPAN HG WC に搭載

Design

adizero f50

ルイス・スアレス選手
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※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

香川 真司 選手のコメント
「バトルコレクション」は、斬新でこれまで見
たことのないデザインだと思います。このモ
デルは、ワールドカップの舞台に立てる選手
しか履けないものなので、このスパイクで闘
えることをとても光栄に思っています。
白黒のバトルグラフィックは野性的で攻撃的。
相手を威嚇するようなデザインなので、ピッ
チで非常に目立つ、存在感のあるモデルだと
思います。

サイズ / 24.5 ～ 29.0cm
商品番号 M20128
コアホワイト × ソーラーゴールド × コアブラック

adizero f50 JAPAN HG WC
アディゼロ f50 ジャパン HG WC
18,000 円（税抜）

2014 FIFA ワールドカップ ブラジルに出場するアディダス
契約選手着用のトップモデル。アウトソールはハードグラウ
ンド、ロングパイル人工芝に対応。

サイズ / 24.5 ～ 29.0cm
商品番号 M20115
コアホワイト × ソーラーゴールド × コアブラック

アディゼロ f50 のコンセプトとデザインを踏襲したレギュ
ラーモデル。アウトソールはハードグラウンド、ロングパイ
ル人工芝に対応。

サイズ / 17.0 ～ 24.5cm
商品番号 M20117
コアホワイト × ソーラーゴールド × コアブラック

f10 HG J WC
f10 HG J WC
6,300 円（税抜）

アディゼロ f50 のコンセプトとデザインを踏襲したジュニア
用モデル。アウトソールはハードグラウンド、ロングパイル
人工芝に対応。

f10 HG WC
f10 HG WC
6,900 円（税抜）

adizero f50 着用選手

adizero f50  着用プレーヤー

adizero f50  ラインナップ

（日本）

（日本）

（イタリア）

（イングランド）

（イングランド）

（ウルグアイ）

（ウルグアイ）

（オランダ）

（オランダ）

（コートジボワール）

（スペイン）

（スペイン）

（スペイン）

（ドイツ）

（ドイツ）

（ブラジル）

（フランス）

（フランス）

（ポルトガル）

香川 真司

齋藤 学

ジュゼッペ・ロッシ

アシュレー・ヤング

ガリー・ケーヒル

エディンソン・カバーニ

ルイス・スアレス

アリエン・ロッベン

ロビン・ファン・ペルシ

サロモン・カルー

ジョルディ・アルバ

ダビド・ビジャ

ディエゴ・コスタ

トーマス・ミュラー

バスティアン・
シュヴァインシュタイガー

マルセロ・ヴィエイラ

カリム・ベンゼマ

ジェレミー・メネス

ファビオ・コエントランカリム・ベンゼマ選手

ルイス・スアレス選手

僕の着用する adizero f50 は、履いていないかのような圧倒的な軽さと素足感覚
のフィット感のバランスが絶妙です。相手を一瞬のターンや加速でかわし、相手の
危険なエリアに飛び込んでいくプレーを支えてくれています。
このスパイクの『白か黒か』というデザインコンセプトも、とても気に入ってます。
ワールドカップは、まさに勝つか負けるかの一発勝負。だからこそ、このスパイク
で相手との勝負に白黒つけていきたい。もちろんすべての闘いを白にします。
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アディダスでは、2014 FIFA ワールドカップ ブラジルに

向けた「バトル コレクション」として、フットボールス

パイク「adizero f50 LM（アディゼロ f50 リオネル・メッ

シ）」を発売いたします。

2014 FIFA ワールドカップ ブラジルに挑むリオネル・メッ

シ選手のためだけにデザインされたスペシャルモデルであ

る「バ ト ル コ レ ク シ ョ ン」の「adizero f50 LM」は、

2014 FIFA ワールドカップ ブラジルに向けたアディダス

のキャンペーン「all in or nothing」を表現した白黒のバ

トルグラフィックが特徴。

さらに、母国アルゼンチンを象徴するブルーをあしらうと

ともに、ヒールピッチにはメッシのエンブレム、インナー

には背番号 10 を採用するなど、まさに、メッシ選手の最

終兵器と呼ぶにふさわしい専用モデルとなっています。

相手をぶっちぎるスピードを求めるプレーヤーのために、

より進化した「adizero f50 LM」は、そのコンセプトであ

る “ 軽さ ” を追求。さらに「adizero f50 LM」では、メッ

シ選手のリクエストに応え、一枚革の「ハイブリッドシン

セティックレザー」を使用した縫い目のないアッパーによ

り、さらなるフィット感を追求しています。

「バトル コレクション」の「adizero f50 LM」は、2014 

FIFA ワールドカップ ブラジル開催にあわせた限定モデル

と し て、ア デ ィ ダ ス 直 営 店、adidas ONLINE SHOP

（http://shop.adidas.jp/football）、全国のアディダス取

り扱い店にて 5 月 26 日より発売の予定となります。

technology

※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

ハイブリッド
シンセティックレザー
アッパーには、より薄く軽く
なったハイブリッドシンセ
ティックレザーを採用し、優
れたフィッティングと足なじ
みのよさを実現しています。

スプリントフレーム
従来のスプリントフレームをより軽量化。
TPU 素材の配合と補強パーツの形状を改
良することで、耐久性はそのままにさらな
る軽量化を実現しました。

ドリブルテクスチャー
前足部のアッパー表面にボールグリップ性
に優れた 3D プリントを採用。ハイスピー
ドプレー時の正確なボールコントロール性
を高めています。

一枚革アッパー
メッシのリクエストにより、
縫い目のない一枚革のアッ
パーを採用。優れたフィット
感と足なじみのよさを実現し
ています。

Design

adizero f50 lm

リオネル・メッシ選手
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※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

サイズ / 24.5 ～ 28.0cm
商品番号 M19855
ランニングホワイト × ネオンオレンジ × ブラック

adizero f50 FG LM WC
アディゼロ f50 FG LM WC
20,000 円（税抜）

2014 FIFA ワールドカップ ブラジルにおいて、アルゼンチ
ン代表 リオネル・メッシ選手のみが着用。アウトソールは
ハードグラウンド、ロングパイル人工芝に対応。

サイズ / 17.0 ～ 24.5cm
商品番号 M20116
コアホワイト × ソーラーゴールド × コアブラック

アディゼロ f50 lm のコンセプトとデザインを踏襲したジュ
ニア用モデル。アウトソールはハードグラウンド、ロングパ
イル人工芝に対応。

f10 HG LM J WC
f10 HG LM J WC
6,900 円（税抜）

adizero f50 LM  リオネル・メッシ限定着用モデル

adizero f50 LM  ラインナップ

リオネル・メッシ選手
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technology

※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

Design

pathiqe 11pro

アディダスでは、2014 FIFA ワールドカップ ブラジルに

向けた「バトル コレクション」として、フットボールス

パイク「pathiqe 11 core（パティーク 11 コア）」を発売い

たします。

フィリップ・ラーム選手や内田 篤人選手ら 2014 FIFA ワー

ルドカップ ブラジルに出場するアディダス契約選手が着

用する「バトル コレクション」の「pathiqe 11 core」は、

2014 FIFA ワールドカップ ブラジルに向けたアディダス

のキャンペーン「all in or nothing」を表現した白黒のバ

トルグラフィックが特徴。トロフィーとフットボールの

神々の炎を表現したソーラーゴールドのスリーストライプ

スや、開催年の「14」を記したヒール部など、「バトル コ

レクション」ならではの特別なディテールが施されます。

世界中のプレーヤーに向けた“日本発信・世界基準”の現代

フィッティングモデルとして、さらなるフィッティングを追

求した「pathiqe 11 core」は、技術、走力、戦術眼などあ

らゆる能力を器用に駆使するバランサータイプの選手達が重

視する快適なフィット感を実現。

「pathiqe 11 core JAPAN HG WC」に採用される「ニュー

マイクロフィットラスト」をはじめ、アッパーからアウト

ソールに至るまでアディダスの最新テクノロジーを搭載する

ことで、快適なフィット性を実現しています。

「バトル コレクション」の「pathiqe 11 core」は、2014 

FIFA ワールドカップ ブラジル開催にあわせた限定モデル

と し て、ア デ ィ ダ ス 直 営 店、adidas ONLINE SHOP

（http://shop.adidas.jp/football）、全国のアディダス取

り扱い店にて 5 月 26 日より発売の予定となります。

360°フィットラスト
新たに開発された「ニューマイクロフィットラスト」は、従来の「マイクロフィットラ
スト」の特長である足の360°全方位におけるフィット感を維持するとともに、より自由
な指の動きを促進するために約2mm拡大された新たなつま先形状を採用。
アーチの形状に沿った中足部は、上下左右からアーチをサポート。足の形に合わせ丸み
を帯びたヒール形状が、長時間「ブレないかかと」を実現します。

360°フィットソール

走行時の足の動きに合わせ、複数のス
タッドを連結したフレームパーツが、
着地から蹴り出しまでを効果的にサ
ポートし、1本1本のスタッドにかかる
衝撃を分散します。

底面=丸型、側面=山型、根本=三角
型形状の新マルチスタッドが、優れた
衝撃緩和性を発揮し、あらゆるグラウ
ンド（天然芝、人工芝、土）において
前後左右様々な方向への動きやすさを
サポートします。

カンガルーレザーの風合いに加え、耐久性や耐水
性を兼ね備えた人工カンガルー調レザーをアッ
パー全面に採用。足全体をやわらかく、かつ強固
にサポートするアッパーが、静的だけでなく動的
360°フィットを実現し、止める・蹴る・走るな
どのあらゆるパフォーマンスを支えます。

フィリップ・ラーム選手

360°フィットアッパー
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※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

サイズ / 24.5 ～ 29.0cm
商品番号 M20334
コアホワイト × ソーラーゴールド × コアブラック

pathiqe 11 core JAPAN HG WC
パティーク 11 コア ジャパン HG WC
12,000 円（税抜）

2014 FIFA ワールドカップ ブラジルに出場するアディダス
契約選手着用のトップモデル。アウトソールはハードグラウ
ンド、ロングパイル人工芝に対応。

サイズ / 17.0 ～ 24.5cm
商品番号 M18592
コアホワイト × ソーラーゴールド × コアブラック

パティーク 11 コアのコンセプトとデザインを踏襲したジュ
ニア用モデル。アウトソールはハードグラウンド、ロングパ
イル人工芝に対応。

pathiqe 11 questra HG J WC
パティーク 11 クエストラ HG J WC
4,500 円（税抜）

pathiqe 11pro  着用プレーヤー

pathiqe 11pro  ラインナップ

内田 篤人 選手のコメント

純粋に白と黒のシンプルなデザ
インは、見た目のインパクトも
あってかっこいい。白黒のバト
ルグラフィックの、攻撃的で躍
動感あふれる感じが好きです。
開催国のブラジルに合わせた黄

pathiqe 11pro 着用選手
内田 篤人

今野 泰幸

フランク・ランパード

トニ・クロース

フィリップ・ラーム

アンデルソン・エルナネス

（日本）

（日本）

（イングランド）

（ドイツ）

（ドイツ）

（ブラジル）

フィリップ・ラーム選手

今野 泰幸 選手のコメント
これまで、見たことも履いたこ
ともないスパイクですね。動物
的ですし、これから狩りに出か
けるような攻撃的な印象があり
ます。
勝つか負けるか。白か黒か。と

いうコンセプトも好きです。
僕が履いているパティーク 11 コアは、本当に履き心
地のよさがたまりません。足を包んでくれるフィット
も気に入っていますし、何より丸スタッドが足への負
担を軽減してくれるので、90 分間の試合の最初から最
後まで僕のプレーをサポートしてくれる。我慢の時間
帯もしっかり守り切れるスパイクです。
一発勝負になるワールドカップでは、引き分けで勝ち
点 1 を取るのではなく、勝ち点 3 を取らなくちゃいけ
ない。
白黒はっきり決着をつけないと上へいけないので、しっ
かり勝利できるように頑張ります。

色とか緑を想像してましたが、まさかこんなデザイン
になるとは、誰も思っていなかったと思います。白黒
決着をつけるというコンセプトも気に入ってます。バ
トルコレクションは、ピッチでの存在感も高いと思う
ので、僕自身もそれに負けない存在感を出したい。
僕の履いているパティーク１１コアは、かかとがしっ
かりしていてフィット感が最高です。インナーにクッ
ション性があるので、強いボールをトラップする際も
しっかり吸収してくれるのがいいです。
バトルコレクションの白黒のカラーのように、目の前
の相手にも、そしてチームとしても、白黒はっきりさ
せ勝利を得られるように頑張りたいと思います。
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アディダスでは、2014 FIFA ワールドカップ ブラジルに

向けた「バトル コレクション」として、フットボールス

パイク「nitrocharge 1.0（ナイトロチャージ 1.0）」を発

売いたします。

ダニエル・アウベス選手、ハビ・マルティネス選手、酒井

高徳選手ら 2014 FIFA ワールドカップ ブラジルに出場す

るアディダス契約選手が着用する「バトル コレクション」

の「nitrocharge 1.0」は、2014 FIFA ワールドカップ ブ

ラジルに向けたアディダスのキャンペーン「all in or 

nothing」を表現した白黒のバトルグラフィックが特徴。

トロフィーとフットボールの神々の炎を表現したソーラー

ゴールドのスリーストライプスや、開催年の「14」を記し

たヒール部など、「バトル コレクション」ならではの特別

なディテールが施されます。

圧倒的な運動量と球際のハードな攻防でゲームをリードす

るハードワーカーに向けた「nitrocharge 1.0」はプレー

ヤーの運動量をサポートするエナジー機能「エナジースリ

ング」を搭載。また、「nitrocharge 1.0 JAPAN HG WC」

には日本人プレーヤーに適したマイクロフィットラストを

採用しています。

「バトル コレクション」の「nitrocharge 1.0」は、2014 

FIFA ワールドカップ ブラジル開催にあわせた限定モデル

と し て、ア デ ィ ダ ス 直 営 店、adidas ONLINE SHOP

（http://shop.adidas.jp/football）、全国のアディダス取

り扱い店にて 5 月 26 日より発売の予定となります。

technology

※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

Design

nitrocharge

前足部の最も負荷のか
かる部分に、伸縮性に
優れたラバーバンド「エ
ナジースリング」を搭
載。
踏み込み時などの負荷
を「エナジースリング」
が吸収し、ラバー素材
の反動力で次の動作へ
のエネルギーに変換。
運動量をより高める効
果を発揮します。

エナジースリング

ジャパニーズ
マイクロフィットラスト

現代の日本人プレーヤーの足型を徹底調査・分析し開発された「ジャパニー
ズマイクロフィットラスト」を採用。
足裏の形状をリアルに反映した「アナトミカルラウンド形状」をはじめ、
あらゆる部位において日本人プレーヤーに 360゜ジャストなフィッティン
グを追求しています。
※nitrocharge 1.0 JAPAN HG WC に搭載

ハイブリッドシンセティックレザー
マイクロファイバー素材による「ハイブ
リッドシンセティックレザー」を採用。
天然皮革の柔らかさ・しなやかさ・足な
じみと、人工皮革の軽量性・耐久性・耐
水性を兼ね備えています。

ダニエウ・アウヴェス選手
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※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

酒井 高徳 選手のコメント
これまでに見たことのないデザインで衝撃的です。鋭く
非常に攻撃的なイメージの黒と白に、明るい三本線が鮮
やかにくっきりと入っていて、バランスもいい。
スパイクというより武器をイメージしたデザインで、こ
れから闘いにいくための相棒としてはぴったりだと思い
ます。
サイドでは、攻守に貢献できる圧倒的な運動量と対峙す
る相手に負けない駆け引きとプレーが求められると思い
ます。僕が着用するナイトロチャージは、そんな僕のプ

サイズ / 24.5 ～ 29.0cm
商品番号 M29994
ランニングホワイト × ネオンオレンジ × ブラック

nitrocharge 1.0 JAPAN HG WC
ナイトロチャージ 1.0 ジャパン HG WC
16,000 円（税抜）

2014 FIFA ワールドカップ ブラジルに出場するアディダス
契約選手着用のトップモデル。アウトソールはハードグラウ
ンド、ロングパイル人工芝に対応。

サイズ / 17.0 ～ 24.5cm
商品番号 B34851
コアホワイト × ソーラーゴールド × コアブラック

ナイトロチャージ 1.0 のコンセプトとデザインを踏襲した
ジュニア用モデル。アウトソールはハードグラウンド、ロン
グパイル人工芝に対応。

nitrocharge 3.0 HG J WC
ナイトロチャージ 3.0 HG J WC
5,900 円（税抜）

nitrocharge 着用選手

nitrocharge  着用プレーヤー

nitrocharge  ラインナップ

ダニエウ・アウヴェス選手

ハビ・マルティネス選手

レーを最大限にサポートしてくれるし、切り返しや試合の終了まで走り負けない
パワーを与えてくれるので最高の武器になると思います。
ワールドカップというのは、サッカー選手にとって最高の舞台。そこで、ただプレーする
のではなく、その次につなげたい、世界にインパクトを残したい。このインパクトのある
ナイトロチャージを履いて、インパクトのあるプレーを、ワールドカップで見せることが
できるように、頑張ります。

酒井 高徳

エセキエル・ラベッシ

ダニエレ・デ・ロッシ

スティーヴン・ジェラード

ディエゴ・フォルラン

（日本）

（アルゼンチン）

（イタリア）

（イングランド）

（ウルグアイ）

シャビ・アロンソ

ハビ・マルティネス

マヌエル・ノイアー

ダニエル・アウべス

（スペイン）

（スペイン）

（ドイツ）

（ブラジル）
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