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2015春夏シーズンの「FREEFOOTLL」は「FRNK」との初のコラボレーションが実現。
“URN CITY”をテーマにしたデザインと adidasのテクノロジーが融合したコレクションを

すべてのシティフットボールプレーヤーに。

“URN CITY”をテーマにしたフットボールコレクション

FREEFOOTLL

2月中旬発売
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FREEFOOTLL
スウェットフード SAL ジャケット
8,000 円 ＋税
サイズ / 2XS, XS, S, M, L, O, XO, 2XO 
CITY グラフィックをフードにあしらっ
たスウェットジャケットで、こだわり
の衿形状が特徴。
商品番号 S92477 
ミディアムグレイヘザー

FREEFOOTLL
グラフィック SAL Tee 半袖
3,500 円 ＋税　3 月発売予定
サイズ / 2XS, XS, S, M, L, O, XO, 2XO 
グラフィティーをプリントしたシンプ
ルなシャツ。
商品番号 S92473
ライトイエロー S15

FREEFOOTLL
グラフィック SAL ショーツ
4,500 円 ＋税　3 月発売予定
サイズ / 2XS, XS, S, M, L, O, XO, 2XO 
背面のアイコニックなグラフィティー
プリントが特徴。脇ポケット付き。
商品番号 S92492 / クレイ

FREEFOOTLL
グラフィック SAL シャツ半袖
5,000 円 ＋税　3 月発売予定
サイズ / 2XS, XS, S, M, L, O, XO, 2XO
クライマライト素材を使用したグラ
フ ィ ッ ク 半 袖 シ ャ ツ で、CITY グ ラ
フィックにチェック柄を組合わせたデ
ザインが特徴的。
商品番号 S92495
ブラック × ブラック

FREEFOOTLL
スウェットロングパンツ
7,000 円 ＋税
サイズ / 2XS, XS, S, M, L, O, XO, 2XO 
足回りをスッキリとみせるタイトな裾
が、ボールコントロールをサポート。
後ろポケットの CITY グラフィックが
アクセント。脇ポケット付き。
商品番号 S92481
ダークグレイヘザー

自由な動きをサポートする SAL シルエットに、アクセントとして CITY グラフィックのチェック柄を採用した 2015 年春夏モデル

FREEFOOTLL FRNK
スウェットフード グラフィック SAL ジャケット　9,000 円 ＋税
背面にプリントをあしらったスウェットジャケットは、プレー時に使用可能なポリ
エステル素材のソフトジャージを使用。高めにデザインされた、こだわりの衿形状
が特徴。商品番号 A97392 / カレッジネイビー

架空のフットボールクラブである「FRNK FOOTLL CLUB」を大胆にプリ
ントした「FRNK」とのコラボレーションシリーズ。アクセントとして鮮や
かな蛍光レッドをあしらい、すべてのアイテムに自由な動きをサポートする
SAL シルエットを採用。

FREEFOOTLL FRNK
スウェット グラフィックロングパンツ　8,000 円 ＋税
ソフトタッチな杢（もく）素材を使用したスウェット SAL パンツは、ボールコントロー
ルをサポートするとともに、足を長く見せる効果もあるタイトな裾シルエットを採
用。商品番号 A97391 / カレッジネイビー 

ともにサイズ / 2XS, XS, S, M, L, O, XO, 2XO  
※2XS,XS は着丈や袖丈をウィメンズ向けにアレンジしたユニセックス展開。

2015 年春夏シーズンの「FREEFOOTLL」は “URN CITY” が
テーマ。「FRNK」との初のコラボレーションを実現。“URN 

CITY” でフットボールを楽しむプレーヤーにふさわしい洗練され
たコレクションを展開。また、夜の “URN CITY” をイメージし
たネオンカラーのグラフィックを組み合わせたチェック柄を採用。
SAL シルエットなどアディダスならではのテクノロジーを搭載し、
優れたデザイン性と機能性を追求。

「FRANK」は 1998 年に米国アトランタで誕生。2001 年にニューヨークに本拠地を
移し、ストリート・アンダーグラウンドカルチャーに精通したフリーマガジン

「FRANK BOOK」のリリースをはじめ、アパレル、イベントプロデュースなど新ス
タイルのメディアプロダクションとして様々なプロジェクトを展開。日本では 2012
年より活動を開始し、「フランクブック日本版」を創刊。adidas Originals の 2014 
FW コレクションのスタイルブックも手掛けている。
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部活生に向けたハードな練習をサポートする「RENGIPREMIER」に「姿勢制御ウェア」が登場。
ブレない体幹とピッチ全体の視野確保に適した姿勢をより意識させる「姿勢制御バンド」が

最後まで走り負けたくないフットボールプレーヤーをサポート。

最後まで走りきる。「姿勢制御ウェア」誕生

RENGI

2月中旬発売
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RENGI11 トレーニングジャージー CC 半袖
3,000 円 ＋税　サイズ / S, M, L, O, XO, 2XO 
商品番号 S16909 / ホワイト

吸汗速乾性に優れたクライマクール搭載の半袖トレーニングジャージー。吸汗性
に優れたニット素材に加えてメッシュ素材を使用。春夏シーズンのトレーニング
を考慮し、背面にメッシュを配置することで通気性を高めています。袖の大胆な
切替しと 11pro ロゴが特徴。

RENGIPREMIER 姿勢制御トレーニングジャージー半袖
3,500 円 ＋税　3 月発売予定
サイズ / 2XS, XS, S, M, L, O, XO, 2XO 
商品番号 A96778 / ブラック

レンギ プレミア

ブレない体幹とピッチ全体の視野確保に適した姿勢をより意識できる
「姿勢制御バンド」搭載トレーニングウェア

RENGI 11

RENGI11 トレーニングショーツ
3,000 円 ＋税　サイズ / S, M, L, O, XO, 2XO （股下丈 L サイズ 20cm)
商品番号 S16899 / カレッジネイビー

吸汗性に優れたニット素材のトレーニングショーツで、脇の配色ステッチと大き
なロゴが特徴。脇ポケット付き。吸汗速乾性に優れたクライマライト搭載。

レンギ イレブン

部活生の毎日の練習をサポートするウェア

日本を代表するプレーヤー達が着用する「姿勢制御バンド」搭載のトレーニングジャージー。タ
イトシルエットを採用し、UPF15 レベルで紫外線を遮る効果を兼ね備えたソフトタッチの素材
を使用。脇にかけて選手の溢れる情熱や熱気をイメージしたグラフィック入りテープを圧着し、
縫い目を軽減。優れた吸汗速乾性により快適さを保つクライマライト搭載。

背面中心に搭載されたテープ状のパーツが「姿勢制
御バンド」。トレーニング中に姿勢が崩れた際など、

「姿勢制御バンド」が背中に触れたり突っ張り感をも
たらすことで、プレーヤーは体幹と視野確保に適し
た姿勢をより強く意識することができる。

TECHNOLOGY

姿勢制御バンド
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RENGIPREMIER
姿勢制御トレーニングワンピース
7,500 円 ＋税
サイズ / S, M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO（股下丈 L サイズ 20cm)
商品番号 A96782 / ブラック

「姿勢制御バンド」の効果を
より強く意識できる
上下一体型ワンピースウェア登場 !!

部活生に向けたハードな練習をサポートする「RENGIPREMIER（レンギ プレ
ミア）」より、「姿勢制御バンド」を搭載したトップスショーツ一体型ワンピー
スウェアが登場。
機能的なシルエットのワンピースウェアの背面に「姿勢制御バンド」を搭載
することで、その効果がさらにアップ。トレーニング時において、ブレない
体幹とピッチ全体の視野確保に適した姿勢を、より強く意識することができ
ます。
UPF15 レベルで紫外線を遮る効果を備えたソフトタッチの素材は、裏糸に特
殊糸を使用することで消臭効果も実現。肩口には着脱しやすいファスナーを
採用。ボトムにはより体幹を意識しやすいインナーパンツが備わります。優
れた吸汗速乾性により快適さを維持するクライマライト搭載。

DEIL

背面に搭載された「姿勢制御バンド」。機能的なシルエットの
ワンピースウェアに「姿勢制御バンド」を搭載することで、
体幹と視野確保に適した姿勢をより強く意識することが可能。

着脱しやすいファス
ナーを肩口に採用。

レンギ プレミア
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