
SPECTRAL MODE PACK 2018 FW  FOOTBALL

2018年9月25日（火）より一般発売開始
アディダス オンラインショップ、サッカーショップKAMO原宿店にて、数量限定トップモデルを先行発売

SPECTRAL MODE PACK
アディダス フットボールは、ストリートトレンドを取り入れたスモーキーなパステルカラーのフットウェア「SPECTRAL MODE PACK」を2018年9月25日(火)より発売します。

各フランチャイズ（COPA、PREDATOR、X、NEMEZIZ）には、STADIUM（フットボール） /  CAGE（フットサル）/ STREET（フットボールライフスタイル）を揃え、
フットボールのトータルスタイルを提唱していきます。

欧州フットボールリーグの2018-19シーズンで、アディダスがユニフォームを提供している
レアル・マドリード、ユベントス、マンチェスター・ユナイテッド、バイエルン・ミュンヘンの4クラブを横断して、

「SPECTRAL MODE PACK」と連動したカラーになっています。

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

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

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： 菅、松葉、須田　TEL：03-5572-6071　FAX：03-5572-6075　E-mail：adidas.ftb@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。

ス ペ ク ト ラ ル  モ ー ド  パ ッ ク

欧州4ビッグクラブ ユニフォームと連動したカラーデザインのフットウェア登場
UEFAチャンピオンズリーグ2018-19シーズン出場選手が着用する、ストリートトレンドを取り入れたスモーキーなパステルカラー

https://shop.adidas.jp/football/



SPECTRAL MODE PACK 2018 FW  FOOTBALL

※ 価格の表記は、全て自店販売価格になります。

CONTROL

※ 価格の表記は、全て自店販売価格になります。

スプリントスパイクの爆発的な
スピードを求めるプレーヤーに

X 18+ FG/AG
エックス 18+ FG/AG
¥35,000 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm
9月25日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い　限定126足

●プロ仕様、限定プレミアムモデル　●レース
レスシステム　●軽量性と薄さを追求した極薄
ウーブン素材のスケルタルウィーブアッパー　
●鷹の爪を模ったローカット仕様のクローカ
ラー　●刃型を組み合わせた鋭角スピードス
タッドがスピードプレーに貢献　●天然芝・ロ
ングパイル人工芝グラウンド対応

主な着用予定選手
ガブリエル・ジェズス、エンゴロ・カンテ

モハメド・サラー
香川 真司、槙野 智章
酒井 高徳、植田 直通

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

PREDATOR 18+ FG/AG
プレデター 18+ FG/AG
¥35,000 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm
9月25日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い　限定126足

●プロ仕様、限定プレミアムモデル　●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　●コントロールスキンアッパー　●シーム
レスプライムニットソックス　●ダイヤモンドス
タッド　●コントロールフレームソール　●クッ
ション性と反発性に優れる BOOSTTMフォーム　
●天然芝・ロングパイル人工芝グラウンド対応

主な着用予定選手
ポール・ポグバ、メスト・エジル
イヴァン・ラキティッチ、デレ・アリ

宇佐美 貴史、内田 篤人

しなやかなボールタッチを
求めるプレーヤーに

COPA 18.1 FG/AG
コパ 18.1 FG/AG
¥21,000 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm
9月25日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い

●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素足感覚のボールタッ
チに貢献　●履き口一体型のコンプレッション
ソックスにより安定した中足部のホールド性を
実現　●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

一瞬で試合を決める
アジリティプレーヤーに

NEMEZIZ 18+ FG/AG
ネメシス 18+ FG/AG
¥40,000 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm
9月25日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い　限定126足

●プロ仕様、限定プレミアムモデル / トップモデ
ル　● 足全体を包みこむ高伸縮繊維のアジリ
ティーバンテージ　● 後足部を頑丈に固定する
デュアルロックシステム　●360°トルションテー
プ　●アジリティースキン 2.0　●スプリントフ
レーム構造　●天然芝・ロングパイル人工芝グ
ラウンド対応

主な着用予定選手
リオネル・メッシ ※ネメシス メッシ着用

ロベルト・フィルミーノ
武藤 嘉紀、中村 航輔、中島 翔哉

商品番号 DB2167
クリアミントF18×クリアミントF18×ゴールドメット

商品番号 DB2013 / クリアオレンジ F18
×クリアオレンジ F18×トレースピンクF17

商品番号 DB2217
オフホワイト×ランニングホワイト×オフホワイト

SPEEDTOUCH AGILITYCONTROL

アディダス オンラインショップおよび
サッカーショップKAMO 原宿店のみ
9月18日（火）17:00より先行発売

商品番号 DB2072 / アッシュシルバー F18
×アッシュシルバー F18×ホワイトティントS18

アディダス オンラインショップおよび
サッカーショップKAMO 原宿店のみ
9月18日（火）17:00より先行発売

アディダス オンラインショップおよび
サッカーショップKAMO 原宿店のみ
9月18日（火）17:00より先行発売

アディダス オンラインショップおよび
サッカーショップKAMO 原宿店のみ
9月18日（火）17:00より先行発売



SPECTRAL MODE PACK 2018 FW  FOOTBALL

※ 価格の表記は、全て自店販売価格になります。

STADIUM STREET

●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
シューズのトップモデル　●レースレス仕様　●アシメトリック設計
のミッドカットフォルム　●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 18.1 TR
ネメシス タンゴ 18.1 TR

¥13,000 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm

9月 25日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い

限定 325足

アディダス オンラインショップ、サッカーショップKAMO 原宿店のみ
9月18日（火）17:00より先行発売

商品番号 AC7356
アッシュシルバーF18×アッシュシルバーF18×ホワイトティントS18

●プロ仕様、トップモデル　●コントロールスキンアッパーがあら
ゆるボールコントロール精度に貢献　●シームレスプライムニット
ソックスにより足とシューズの一体感を実現　●ダイヤモンドスタッ
ド　●軽量コントロールフレームソール　●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

PREDATOR 18.1-JAPAN HG/AG
プレデター 18.1-ジャパン HG/AG

¥21,000 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm

9月 25日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い

商品番号 BB6921
クリアオレンジF18×クリアオレンジF18×トレースピンクF17

●プロ仕様、トップモデル　●コントロールスキンアッパーが場面
に応じたあらゆるボールコントロール精度に貢献　●シームレスプ
ライムニットソックスにより足とシューズの一体感を実現　●ダイヤ
モンドスタッド　●軽量コントロールフレームソール　●天然芝・ロ
ングパイル人工芝グラウンド対応

PREDATOR 18.1 FG/AG
プレデター 18.1 FG/AG

¥22,000 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm

9月 25日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い

アディダス オンラインショップ、サッカーショップKAMO 原宿店のみ
9月18日（火）17:00より先行発売

商品番号 DB2040
クリアオレンジF18×クリアオレンジF18×トレースピンクF17

●プレデターにインスパイアされたストリート向けシューズ　●コン
プレッションフィットソックス　●クッション性と反発性に優れる
BOOSTTMフォームが快適な履き心地をサポート　●ストリート対応

PREDATOR TANGO 18.1 TR
プレデター タンゴ 18.1 TR

¥12,000 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm

9月 25日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い

限定 359足

アディダス オンラインショップ、サッカーショップKAMO 原宿店のみ
9月18日（火）17:00より先行発売

商品番号 DB2064
クリアオレンジF18×クリアオレンジF18×トレースピンクF17

●プロ仕様、トップモデル　●軽量性、薄さ、やわらかさを追求
したスピードメッシュアッパーが高速スプリントに貢献　●クローカ
ラーと 3D 形状のヒールクッションにより優れた軽量性とホールド
性を実現　●スピードレーシングシステム　●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

X 18.1 FG/AG
エックス 18.1 FG/AG

¥21,000 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm

9月 25日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い

アディダス オンラインショップ、サッカーショップKAMO 原宿店のみ
9月18日（火）17:00より先行発売

商品番号 DB2247
オフホワイト×ランニングホワイト×コアブラック

●エックスにインスパイアされたストリート向けシューズ　●軽量性
と薄さに優れたメッシュアッパー　●鷹の爪を模ったローカット仕
様のクローカラー　●クッション性と反発性に優れる BOOSTTM

フォームが快適な履き心地をサポート　●ストリート対応

X TANGO 18.1 TR
エックス タンゴ 18.1 TR

¥12,000 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm

9月 25日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い

限定 359足

アディダス オンラインショップ、サッカーショップKAMO 原宿店のみ
9月18日（火）17:00より先行発売

商品番号 DB2281
オフホワイト×ランニングホワイト×オフホワイト

●プロ仕様、トップモデル　●軽量性、薄さ、やわらかさを追求
したスピードメッシュアッパーが高速スプリントに貢献　●クローカ
ラーと 3D 形状のヒールクッションにより優れた軽量性とホールド
性を実現　●スピードレーシングシステム　●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 18.1-JAPAN HG/AG
エックス 18.1-ジャパン HG/AG
¥20,000 ＋税（自店販売価格）

サイズ / 24.5～29.5cm
9月 25日発売予定

※ 一部店舗のみ取扱い

商品番号 AP9939
オフホワイト×ランニングホワイト×コアブラック

●プロ仕様、トップモデル　●アジリティーバンデージが足首周り
を強固にロック　●デュアルロックシステムが後足部を頑丈に固定
●360°トルションテープが足全体をしっかりホールド　●アジリ
ティースキン 2.0　●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 18.1 FG/AG
ネメシス 18.1 FG/AG

¥23,000 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm

9月 25日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い

アディダス オンラインショップ、サッカーショップKAMO 原宿店のみ
9月18日（火）17:00より先行発売

商品番号 DB2081
アッシュシルバーF18×アッシュシルバーF18×ホワイトティントS18

●リオネル・メッシ着用モデル　●アジリティーバンデージが足首
周りを強固にロック　●デュアルロックシステムが 後足部を頑丈に
固定　●360°トルションテープ　●アジリティースキン 2.0　●メッ
シのプレースタイルに合わせて開発されたアジリティーフレームとア
ウトソール　●天然芝・ロングパイル人工芝グラウンド対応

NEMEZIZ MESSI 18.1 FG/AG
ネメシス メッシ 18.1 FG/AG

¥23,000 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm

9月 25日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い

アディダス オンラインショップ、サッカーショップKAMO 原宿店のみ
9月18日（火）17:00より先行発売

商品番号 DB2089
アッシュブルーS18×アッシュブルーS18×ゴールドメット



JERSEY 2018 FW  FOOTBALL

※ 価格の表記は、全て自店販売価格になります。

FCバイエルン
アウェイ レプリカ ユニフォーム
¥9,900 ＋税（自店販売価格）
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO
発売中
※ 一部店舗のみ取扱い

商品番号 CF5410
アッシュグリーン S18×トレースパープル S18×ホワイト

CONTROL

スモークパステルカラーの欧州フットボールリーグ2018-19シーズン着用ユニフォーム。
レアル・マドリード、ユベントス、マンチェスター・ユナイテッド、バイエルン・ミュンヘンをラインナップ。

マンチェスターユナイテッドFC 
アウェイ レプリカ ユニフォーム
¥9,900 ＋税（自店販売価格）
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO
9月18日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い

レアル・マドリード
ホーム レプリカ ユニフォーム
¥9,900 ＋税（自店販売価格）
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO
発売中
※ 一部店舗のみ取扱い

ユベントス
アウェイ レプリカ ユニフォーム
¥9,900 ＋税（自店販売価格）
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO
発売中
※ 一部店舗のみ取扱い

商品番号 CG0038
アイシーピンク F17×トレースピンクF17×ブラック

商品番号 DH3372
コアホワイト×ブラック

商品番号 CF3488
セサミ×クレイ



TANGO 2018 FW  FOOTBALL

※ 価格の表記は、全て自店販売価格になります。

TANGO CAGE JQD
トレーニングジャージー
タンゴ ケージ JQD トレーニングジャージー
¥3,690 ＋税（自店販売価格）
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO
発売中
※ 一部店舗のみ取扱い

商品番号 CZ3991
アッシュブルーS18

CONTROL

フットボールの伝統と、現代のストリートカルチャーを融合させた、「TANGO」のラインからもスモークパステルカラーのウェアが登場。
多くの伝説と熱狂を生み出したアイコニックなボール「TANGO」の歴史を洗練させ、現代へと蘇らせたデザインは、身に纏うすべてのプレイヤーのクリエイティビティを刺激する。

TANGO CAGE JQD
ショーツ
タンゴ ケージ JQD ショーツ
¥3,690 ＋税（自店販売価格）
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO
発売中
※ 一部店舗のみ取扱い

TANGO CAGE FITKNIT
トレーニングパンツ
タンゴ ケージ フィットニット トレーニングパンツ
¥4,990 ＋税（自店販売価格）
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO
発売中
※ 一部店舗のみ取扱い

TANGO STREET
スウェットトップ
タンゴ ストリート スウェットトップ
¥5,990 ＋税（自店販売価格）
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO
発売中
※ 一部店舗のみ取扱い

商品番号 CZ3999
アッシュシルバー F18 

商品番号 CZ8691
レジェンドインクF17

商品番号 DJ1504
ヘイズコーラル S17
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