
OCEAN STORM PACK 2017FW  FOOTBALL

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

2017年8月3日（木）より発売
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アーバンゲームにふさわしいCAGEプレミアムモデルが登場!!
ケ ー ジ

発売と同時にクオリティキャンペーンを実施
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※ 価格の表記は、全て自店販売価格になります。

異次元のスピードで
縦に斬りこむプレーヤーに

X 17.1-JAPAN HG
エックス 17.1-ジャパン HG
¥19,000 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm　商品番号 S82311
8月3日発売予定 ※一部店舗のみ取扱い

●足全体を包み込むような装着感をもたら
すテックフィットアッパー　●ボールグ
リップ性を高める NSG 加工　●シューズと
足の一体感をもたらす新たなシューレース
フック構造を採用　●軽量スプリントフ
レームソール

主な着用予定選手
ルイス・スアレス
ガレス・ベイル

香川 真司
酒井 高徳

縦に異次元のスピードを

主な着用選手
スアレス
だれそれ 

瞬時のボールコントロールで
ピッチを支配するプレーヤーに

ACE 17.1-JAPAN 
PRIMEKNIT HG
エース 17.1-ジャパン プライムニット HG
¥20,000 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm　商品番号 S77047
8月3日発売予定 ※一部店舗のみ取扱い

●部位ごとに編みパターンを変えたプライ
ムニットアッパーによりボールコントロー
ル精度を向上　●ワンピース構造のコンプ
レッションフィットソックスにより足と
シューズの優れた一体感を実現　●軽量ス
プリントフレームソール

主な着用予定選手
ポール・ポグバ
メスト・エジル、

清武 弘嗣
内田 篤人

瞬時のボールコントロール

しなやかなボールタッチを
求めるプレーヤーに

COPA 17.1-JAPAN HG
コパ 17.1-ジャパン HG
¥19,500 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm　商品番号 BY8818
8月3日発売予定 ※一部店舗のみ取扱い

●快適な履き心地と素足感覚でのボール
タッチをもたらすプレミアムカンガルーレ
ザーアッパー　●安定した土踏まずのサ
ポートをもたらすサポートバンド一体型コ
ンプレッションシュータンバンド　●軽量
スプリントフレームソール

しなやかなレザータッチ

一瞬で試合を決める
アジリティプレーヤーに

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　商品番号 S82300
8月3日発売予定 ※一部店舗のみ取扱い

●足首周りのロック感とフィット感を高め
るアジリティーバンデージ　●デュアル
ロックシステムの履き口が後足部全体の
ホールド性を向上　●360°トルションテー
プ　●アジリティースキン2.0　●軽量スプ
リントフレームソール

主な着用予定選手
リオネル・メッシ

ロベルト・フィルミーノ
武藤 嘉紀
中島 翔哉

アジリティを武器にする
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※ 価格の表記は、全て自店販売価格になります。

●プロ仕様トップモデル　●足全体を包み込むような装着感をもたらすテックフィットアッ
パー　●ボールグリップ性を高める NSG 加工　●足との一体感をもたらすシューレースフック
構造　●軽量スプリントフレームソール　●土・ロングパイル人工芝グラウンド対応

X 17.1-JAPAN HG
エックス 17.1-ジャパン HG

¥19,000 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm

8月3日発売予定
 ※一部店舗のみ取扱い

商品番号 S82311 / ソーラーイエロー × レジェンドインク F17× レジェンドインク F17

●ジュニアベーシックモデル　●シューズ内蔵型のインナーハーフテックフィットソックス　
●ソフトシンセティックレザーアッパー　●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

X 17.3-JAPAN HG J
エックス 17.3-ジャパン HG J
¥6,690 ＋税（自店販売価格）

サイズ / 17.0～24.5cm
8月3日発売予定 

商品番号 S82376 / ソーラーイエロー × レジェンドインク F17× レジェンドインク F17

●部活仕様モデル　●NSG 加工を施したテックフィットアッパー　●テックフィットソックス
●シューレースフック構造　●丸型ベースに鋭いエッジを効かせた新スタッド形状
●土・ロングパイル人工芝グラウンド対応

X 17.2-JAPAN HG
エックス 17.2-ジャパン HG

¥13,000 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm

8月24日発売予定 

商品番号 BY9537 / ソーラーイエロー × レジェンドインク F17× レジェンドインク F17

●トレーニングシューズのベーシックモデル　●柔らかさ、軽さ、耐久性を備えたソフトシン
セティックレザーアッパー ●インナーテックフィットソックス　●シューレースフック構造　
●フットサルに求められる鋭いグリップ力をもたらす高めのスタッド設計

X TANGO 17.3 TF
エックス タンゴ 17.3 TF

¥7,990 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm

8月3日発売予定 

商品番号 CG3727 / ソーラーイエロー × レジェンドインク F17× レジェンドインク F17

縦に異次元のスピードを

X 17+ PURESPEED FG/AG
エックス 17+ ピュアスピード FG/AG　¥36,000 ＋税（自店販売価格）サイズ / 24.5～29.5cm
8月3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限定プレミアムモデル

 日本国内限定240足

商品番号 S82442 / ソーラーイエロー × レジェンドインク F17× レジェンドインク F17

●爆発的スピードを追求したプロ仕様プレミアムモデル　●優れた伸縮性を備え、足全体を包み込むよう
な装着感をもたらすテックフィットアッパー　●アッパー全体に均一に施された NSG 加工によりボールグ
リップ性を向上　●甲部分を覆うようにデザインされたテックフィットレースカバーによりシューズとの
一体感を追求　●アウトソールとヒールカウンター一体型のスプリントフレームソールにより優れた軽量
性を実現　●天然芝・ロングパイル人工芝グラウンド対応

X TANGO 17+ PURESPEED TF
エックス タンゴ 17+ ピュアスピード TF　¥20,000 ＋税（自店販売価格）サイズ / 24.5～29.5cm
8月3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フットサルターフシューズ

 日本国内限定240足

商品番号 CG3237 / ソーラーイエロー × レジェンドインク F17× レジェンドインク F17

●爆発的スピードを追求したプロ仕様のフットサルターフシューズ　●優れた伸縮性を備え、足全体を包
み込むような装着感をもたらすテックフィットアッパー　●アッパー全体に均一に施された NSG 加工によ
りボールグリップ性を向上　●甲部分を覆うようにデザインされたテックフィットレースカバーにより
シューズとの一体感を追求　●フットサルに求められる鋭いグリップ力をもたらす高めのスタッド設計　
●土・ロングパイル人工芝グラウンド対応
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瞬時のボールコントロール

※ 価格の表記は、全て自店販売価格になります。

●プロ仕様トップモデル　●部位ごとに編みパターンを変えたプライムニットアッパー　●コ
ンプレッションフィットソックス　●軽量スプリントフレームソール　●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

ACE 17.1-JAPAN PRIMEKNIT HG
エース 17.1-ジャパン プライムニット HG

¥20,000 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm

8月3日発売予定 
※一部店舗のみ取扱い

商品番号 S77047 / エナジーアクア F17× ランニングホワイト × レジェンドインク F17

ACE 17+ PURECONTROL FG/AG
エース 17+ ピュアコントロール FG/AG　¥36,000 ＋税（自店販売価格）サイズ / 25.0～29.0cm
8月3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限定プレミアムモデル

 日本国内限定245足

商品番号 BY3063 / エナジーアクア F17× ランニングホワイト × レジェンドインク F17

●ボールコントロール精度を追求したプロ仕様プレミアムモデル　●シューレース・シュータンのない甲
周り完全一体型アッパーにより、足とシューズの一体感、シューズとボールの一体感を高め、より正確なボー
ルコントロール精度を追求　●前足部中央はソフト加工、両サイドは立体グリップ加工が施された進化版
プライムニットアッパー。樹脂フィルムのコーティングにより耐久性や形状維持性をも追求　●反発力と
衝撃吸収性に優れた BOOSTTM フォーム搭載　●天然芝・ロングパイル人工芝グラウンド対応

●部活仕様モデル　●前足部全面に立体グリップ加工を施したプライムメッシュアッパー
●コンプレッションフィットソックス　●ボールと地面への吸い付きやすさを高めた 43 本の
トータルコントロールスタッド　●土・ロングパイル人工芝グラウンド対応

ACE 17.2-JAPAN PRIMEMESH HG
エース 17.2-ジャパン プライムメッシュ HG

¥15,000 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm

8月3日発売予定 

商品番号 S77060 / エナジーアクア F17× ランニングホワイト × レジェンドインク F17

●ジュニアベーシックモデル　●コンプレッションフィットソックス　●ボールと地面への吸
い付きやすさを高めた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

ACE 17.3-JAPAN HG J
エース 17.3-ジャパン HG J

¥6,690 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 17.0～24.5cm

8月3日発売予定 

商品番号 S77073 / エナジーアクア F17× ランニングホワイト × レジェンドインク F17

●トレーニングシューズのベーシックモデル　●前足部全面にグリップ性を高めるプリント加
工を施した進化版プライムメッシュアッパー　●ワンピース構造のコンプレッションフィット
ソックス　●土・ロングパイル人工芝グラウンド対応

ACE TANGO 17.3 PRIMEMESH TF
エース タンゴ 17.3 プライムメッシュ TF

¥8,490 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm

8月3日発売予定 

商品番号 S77083 / エナジーアクア F17× ランニングホワイト × レジェンドインク F17

●スパイクからインスパイアされたストリートシューズのトップモデル　●反発力と衝撃吸収
性に優れた BOOSTTM フォーム搭載　●やわらかさと伸縮性を両立したプライムニットアッ
パー　●伸縮性と圧着性に優れたコンプレッションフィットソックス　●ストリート対応

ACE TANGO 17.1 TR
エース タンゴ17.1 TR

¥12,000 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm

8月3日発売予定 
※一部店舗のみ取扱い

商品番号 BY1993 / エナジーアクア F17× エナジーアクア F17× エナジーブルー S17 

ACE TANGO 17+ PURECONTROL TF
エース タンゴ 17+ ピュアコントロール TF　¥20,000 ＋税（自店販売価格）サイズ / 25.0～
28.0cm
8月3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フットサルターフシューズ

 日本国内限定245足

商品番号 BY1943 / エナジーアクア F17× ランニングホワイト × レジェンドインク F17

●ボールコントロール精度を追求したプロ仕様のフットサルターフシューズ　●シューレース・シュータ
ンのない甲周り完全一体型アッパーにより、より正確なボールコントロール精度を追求　●前足部中央は
ソフト加工、両サイドは立体グリップ加工が施された進化版プライムニットアッパーが、正確なボールコ
ントロール精度に貢献。樹脂フィルムのコーティングにより耐久性や形状維持性をも追求　●反発力と衝
撃吸収性に優れた BOOSTTM フォーム搭載　●土・人工芝グラウンド対応
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※ 価格の表記は、全て自店販売価格になります。

●プロ仕様トップモデル　●プレミアムカンガルーレザーアッパー　●安定した土踏まずのサ
ポートをもたらすコンプレッションシュータンバンド　●ネオジャパニーズマイクロフィット
ラスト搭載　●天然芝・ロングパイル人工芝グラウンド対応

COPA 17.1 FG/AG
コパ 17.1 FG/AG

¥21,000 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm

8月3日発売予定 
※一部店舗のみ取扱い

商品番号 S77126 / ソーラーイエロー × レジェンドインク F17× セミソーラーイエロ

COPA 17.1-JAPAN HG
コパ 17.1-ジャパン HG　¥19,500 ＋税（自店販売価格）サイズ / 24.5～29.0cm
8月3日発売予定 ※一部店舗のみ取扱い

プレミアムカンガルーレザー仕様のプロ仕様トップモデル

商品番号 BY8818 / ソーラーイエロー × レジェンドインク F17× セミソーラーイエロ

●プロ仕様トップモデル　●プレミアムカンガルーレザーアッパーが快適な履き心地と素足感覚でのボー
ルタッチに貢献　●快適かつ安定した中足部のサポートを実現したサポートバンド一体型のコンプレッ
ションシュータンバンド　●アウトソールとヒールカウンターを一体化した軽量スプリントフレームソー
ル　●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

●素足感覚を追求したトレーニングシューズのベーシックモデル　●優れた足馴染みとボール
タッチをもたらす牛革アッパー　●土・人工芝グラウンド対応

COPA TANGO 17.3 TF
コパ タンゴ 17.3  TF

¥7,990 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm

8月3日発売予定 

商品番号 BB6099 / ソーラーイエロー × レジェンドインク F17× レジェンドインク F17

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

©2017 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bars logo and the 3-Stripes mark are trademarks of the adidas Group.

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

しなやかなレザータッチ

■キャンペーン事務局
〒115-8001　東京都北区神谷3-8-1　アディダス OCEAN STORM PACK クオリティキャンペーン事務局　TEL : 03-6386-0893
■返品受付条件
※レシート有効期間内の購入当日から最大30日以内の日付で、発送伝票に配送業者の押捺があったものが返金対象となります。※返品受付は、2017.9.29
（金）の消印分までとさせていただきます。※返品時は、返品商品、キャンペーン応募用紙、購入証明の3点をお客さま負担にて送付をお願いいたします。
※日本国内で販売されたシューズのみを返金の対象といたします。※その他。注意事項に関しては、キャンペーンサイトよりご確認ください。
■返金方法
購入金額を現金書留にてキャンペーン応募用紙に記載の住所に郵送いたします。現金書留は、消印日から30日程度での郵送を予定しています。

アディダス OCEAN STORM PACK クオリティキャンペーン

ピッチでプレーして満足できなければ全額返金
レシート有効期間 2017.8.3（木）～2017.9.3（日）

レシート有効期間中に対象のアディダス フットボールシューズを購入後、30日以内にご使用いただき、もしも商品に満
足できなかった場合、アディダス ジャパンが商品の返品を受け付け、購入代金を返金いたします。

キャンペーン特設サイト

※ アディダス オンラインショップのみ2017.7.28（金）17:00より対象
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※ 価格の表記は、全て自店販売価格になります。

●プロ仕様トップモデル　●足全体を包み込むような装着感をもたらすテックフィットアッ
パー　●ボールグリップ性を高める NSG 加工　●足との一体感をもたらすシューレースフック
構造　●軽量スプリントフレームソール　●天然芝・ロングパイル人工芝グラウンド対応

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

8月3日発売予定
※一部店舗のみ取扱い

商品番号 S82300 / レジェンドインク F17× ソーラーイエロー × エナジーブルー S17

●アジリティーを追求したターフシューズ　●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　●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　●ネメシスタンゴスタッド　●土・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

8月3日発売予定

商品番号 BY2463 / レジェンドインク F17× ソーラーイエロー × エナジーブルー S17

●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 17.2-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

8月20日発売予定
※一部店舗のみ取扱い

商品番号 S82338 / レジェンドインク F17× ソーラーイエロー × エナジーブルー S17

●NEMEZIZ のスパイクシューズにインスパイアされたストリートシューズ　●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

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

8月3日発売予定 
※一部店舗のみ取扱い

商品番号 BY2306 / レジェンドインク F17× エナジーブルー S17× エナジーブルー S17

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
8月3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限定プレミアムモデル

 日本国内限定244足

商品番号 BB3677 / レジェンドインク F17× ソーラーイエロー × エナジーブルー S17

●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さらに追求　●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

NEMEZIZ TANGO 17+ 360AGILITY TF
ネメシス タンゴ 17+ 360アジリティ TF　¥21,000 ＋税（自店販売価格）サイズ / 24.5～29.5cm
8月3日発売予定 ※一部店舗のみ取扱い

レースレスアッパーの限定フットサルターフシューズ

 日本国内限定240足

商品番号 BY2303 / レジェンドインク F17× ソーラーイエロー × エナジーブルー S17

●レースレスアッパーを備えたフットサルターフシューズ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さらに追求　●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　●異なる形状で不規則に配置されたネメシス
タンゴスタッドが確実かつ鋭いグリップ力を発揮　●天然芝・ロングパイル人工芝グラウンド対応

アジリティを武器にする
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