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ウルトラブースト エックス

女性専用プレミアムランニングシューズ「UltraBOOST X」に
2018 年春夏のニューカラーが登場 !!

女性専用のプレミアムランニングシューズ「UltraBOOST X （ウルトラブースト 

エックス）」に 2018年春夏シーズンのニューカラーが登場。

「UltraBOOST X」は、女性の足に美しくフィットして心地よい履き心地をもた

らす「アーチサポートシステム」や、優れたクッション性と反発力によりバネ

のような新感覚のクッション性をもたらす「BOOST TMフォーム」などを採用し、

女性ランナーの走りを高める優れた機能性を追求。さらに、女性ランナーの足

元をすっきりと美しく演出するシルエットや、プライムニットアッパーならで

はのカラーと風合いなど、ファッション性の高さも魅力。今シーズンはサイド

パネルがなくなり、より洗練された美しいフォルムになりました。

「UltraBOOST X」の 2018 年春夏ニューカラーは 4 カラーをラインナップし

2018 年 2 月 22 日（木）より発売予定。また 2018 年春夏シーズンの「adidas 

by Stella McCartney UltraBOOST X」と「UltraBOOST」も発売いたします。

BOOST™フォーム
優れたクッション性と反発力を兼ね備えた
素材「BOOSTTMフォーム」をミッドソール
に搭載。

アーチサポートシステム
足の形にフィットする独立アッパー構造
により、フィット感を高めるとともにス
リムで美しいフォルムを実現。

プライムニットアッパー
さまざまな足の形状、動きに合わせて伸
縮し、足を包み込むようにフィットする
プライムニットアッパーを採用。

コンチネンタルアウトソール
タイヤメーカー、コンチネンタル社が開発
した「コンチネンタルラバー」を採用し、
優れたグリップ力と耐摩耗性を実現。

http://shop.adidas.jp/running/ultraboost/
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UltraBOOST X
ウルトラブースト エックス　¥20,000 ＋税　サイズ / 22.0 ～ 28.5cm

※店舗により一部取扱いのない商品がございます。※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

商品番号 BB6155
グレー × グレー × ハイレゾブルー

※ adidas RUNBASE Tokyo にて貸出有

商品番号 BB6160
トレーススカーレット × クリスタルホワイト × トレースオレンジ

商品番号 BB6161
ランニングホワイト × ランニングホワイト × クリスタルホワイト

商品番号 BB6162
コアブラック × コアブラック × カーボン

adidas by Stella McCartney

UltraBOOST X
ウルトラブースト エックス　¥25,000 ＋税　サイズ / 22.0 ～ 27.5cm

adidas by Stella McCartney  UltraBOOST X  取り扱い店舗

全国のアディダス直営店（一部除く）、一部のアディダス取扱店

アディダス オンラインショップ  https://shop.adidas.jp/products/BB6267/

商品番号 BB6267
コアブラック × ナイトグレー × カレッジネイビー

※ adidas RUNBASE Tokyo にて貸出有

※店舗により一部取扱いのない商品がございます。※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

アディダス ブランドコアストア 原宿、アディダス ランベース ほか全国のアディダス直営店、ABC-MART、ABC-MART SPORTS、ACE Shoes、
BILLY’S ENT、B&D渋谷店、ヴィクトリア ワードローブ店、emmi各店、コイケスポーツ、CORNERS、新宿高島屋、SteP SPORTS 新宿本店、スポーツオーソリティ、

スーパースポーツゼビオ月寒店、西武池袋本店、阪急うめだ、ヒマラヤスポーツ&ゴルフ 木場店

アディダス オンラインショップ  http://shop.adidas.jp/running/ultraboost/
UltraBOOST X  取り扱い店舗

※店舗により一部取扱いのない商品がございます。※価格の表記はすべて自店販売価格となります。
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※店舗により一部取扱いのない商品がございます。※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

UltraBOOST
ウルトラブースト　¥22,000 ＋税

サイズ / 22.0 ～ 32.0cm

商品番号 BB6151
グレーファイブ × カーボン × アッシュパール

商品番号 CP9248
ノーブルレッド × ノーブルレッド × コアブラック

商品番号 CP9249
チョークホワイト × チョークパール × カーボン

UltraBOOST W
ウルトラブースト　¥22,000 ＋税

サイズ / 22.0 ～ 27.0cm

「FLASH BEAUTY SHOT」はハイスピードカメラで切り取り、走るラ

ンナー自身の美しい一瞬を特別な動画として楽しめるシステムです。

アディダス ブランドコアストア 渋谷 1F の RUN LAB エリアに特設さ

れた体験ゾーンで、「UltraBOOST X」「UltraBOOST」を着用し、シュー

ズの特徴を体感いただきながら、トレッドミルの上を走っていただき

ます。走っている姿を複数のハイスピードカメラでとらえ、スペシャ

ルムービーに仕上げた映像を、体験者はその場で入手することができ

ます。

また、お渡ししたムービーを Twitter、Facebook、Instagram のどれ

かに指定のハッシュタグをつけて投稿いただければ、その場で使える

スペシャルクーポンをプレゼントいたします。 ※画像はイメージです。

【実施店舗】  アディダス ブランドコアストア 渋谷 / 東京都渋谷区宇田川町 23-5
【実施期間】 2018 年 2 月 22（木）、23（金）、2018 年 2 月 24（土）～4 月 1 日（日）の土、日、祝日のみ実施 / 営業時間 11:00 ～ 22:00
【体験枠】各日先着 30 名様　　【参加費】無料

「FLASH BEAUTY SHOT」体験イベント
開催概要

アディダス ブランドコアストア 原宿、アディダス ランベース ほか全国のアディダス直営店、BILLYʼS ENT、B&D渋谷店、
ヴィクトリア ワードローブ店、emmi各店、コイケスポーツ、CORNERS、新宿高島屋、SteP SPORTS 新宿本店、スポーツオーソリティ、

スーパースポーツゼビオ月寒店、西武池袋本店、阪急うめだ、ヒマラヤスポーツ&ゴルフ 木場店

アディダス オンラインショップ  http://shop.adidas.jp/running/ultraboost/

UltraBOOST・UltraBOOST W    取り扱い店舗

©2018 adidas Japan K.K.  adidas and the Badge of Sport are registered trademarks of adidas.

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。

adidas Running twitter 公式アカウント : @adidasRUN_jp

アディダス オンラインショップ : http://shop.adidas.jp/running/ultraboost/
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