
TEAM  MODE  PACK 2018 FW  FOOTBALL

チ ー ム モ ー ド  パ ッ ク

2018年8月2日（木）より発売開始
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

アディダスから、チームの個性を引き出し勝利に導くニューカラーのスパイク登場！



※ 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
8月2日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い　限定131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、ルイス・スアレス

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
8月11日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い　限定131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
8月2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
8月2日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い　限定131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 DB2166
シルバーメット×コアブラック×フットボールブルー

商品番号 DB2012
コアブラック×ランニングホワイト×レッド

商品番号 DB2214 
ソーラーイエロー×コアブラック×ランニングホワイト

商品番号 DB2071
フットボールブルー×ランニングホワイト×フットボールブルー

SPEEDTOUCH AGILITYCONTROL

TEAM  MODE  PACK 2018 FW  FOOTBALL

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
7月26日（木）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
7月26日（木）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
7月26日（木）17:00より先行発売

商品番号 DB2088
ランニングホワイト×コアブラック×フットボールブルー

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　
8月2日発売予定　※ 一部店舗のみ取扱い



LINE UP / X TEAM  MODE  PACK

商品番号 DB2214 / ソーラーイエロー×コアブラック×ランニングホワイト

●プロ仕様、限定プレミアムモデル　●レースレスシステムを採用し、シューレースのない甲周り一体型アッパー
を実現。足とシューズの一体感を高め俊敏な動きをサポート　●軽量性と薄さを追求した極薄ウーブン素材を
採用したスケルタルウィーブアッパーが高速スプリントに貢献　● クローカラー（鷹の爪を模ったローカット仕
様の履き口）と 3D形状のヒールクッションにより優れた軽量性ホールド性を実現　●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

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7月xx日（x）xx:00より先行発売

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

8月2日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い

限定131足

※ 価格の表記は、全て自店販売価格になります。

●ジュニアベーシックモデル　●日本人ジュニアプレーヤーの足型を綿密に分析し開発したジャパニーズジュニア
マイクロフィットラスト搭載　●軽さに優れたスピードメッシュアッパーが安定したパフォーマンスに貢献　●鷹
の爪を模ったクローカラーにより優れたホールド性を実現　●丸型のマルチコントロールスタッドが優れたボー
ルコントロール精度と 360°あらゆる方向への安定した動きに貢献　●土・ロングパイル人工芝グラウンド対応

X 18.3-JAPAN HG/AG J
エックス 18.3-ジャパン HG/AG J

¥6,690 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 17.0～24.5cm

8月2日発売予定

商品番号 BB6971 / ソーラーイエロー×コアブラック×ソーラーイエロー

●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（鷹の爪を模ったローカット仕様の履き口）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　●内側寄りに搭載されたスピードレーシングシステムによりアウトサイドのボー
ルコントロールゾーンをより多く確保することで、高速スプリント時のボールタッチに貢献　●優れた軽量性を
誇るスプリントフレームソール　●ソール一体型のエクスターナルヒールカウンターによりヒールのホールド性を
向上　●丸型ベースにくぼみをつけた新スタッド形状による動きやすさやグリップ性が爆発的スピードに貢献　
●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
8月2日発売予定

※ 一部店舗のみ取扱い

商品番号 AP9938 / ソーラーイエロー×コアブラック×ランニングホワイト

●軽量性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（鷹の爪を模ったロー
カット仕様の履き口）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　●内側寄りに搭
載されたスピードレーシングシステムにより高速スプリント時のボールタッチを向上　●樹脂製トライアングルス
タッドにより鋭いグリップ性と衝撃分散性を両立　●土・ロングパイル人工芝グラウンド対応

X 18.3 HG/AG
エックス 18.3 HG/AG

¥7,990 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm

8月2日発売予定

商品番号 BB6954 / ソーラーイエロー×コアブラック×ランニングホワイト

SPEED

●部活仕様モデル　●軽量性、柔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（鷹の爪を模ったローカット仕様の履き口）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　●内側寄りに搭載されたスピードレーシングシステムにより高速スプリント時のボールタッチを向
上　●丸型ベースに鋭いエッジを効かせたスタッド構造が、前後左右 360 °方向への 動きやすさ と爆発的ス
ピードに貢献　●土・ロングパイル人工芝グラウンド対応

X 18.2-JAPAN HG/AG
エックス 18.2-ジャパン HG/AG
¥13,000 ＋税（自店販売価格）

サイズ / 24.5～29.5cm
8月2日発売予定

商品番号 BB6952 / ソーラーイエロー×コアブラック×ランニングホワイト

商品番号 DB2214 / ソーラーイエロー×コアブラック×ランニングホワイト

●プロ仕様、限定プレミアムモデル　●レースレスシステムを採用し、シューレースのない甲周り一体型アッパー
を実現。足とシューズの一体感を高め俊敏な動きをサポート　●軽量性と薄さを追求した極薄ウーブン素材を
採用したスケルタルウィーブアッパーが高速スプリントに貢献　● クローカラー（鷹の爪を模ったローカット仕
様の履き口）と 3D形状のヒールクッションにより優れた軽量性ホールド性を実現　●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

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7月26日（木）17:00より先行発売

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

8月2日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い

限定131足

商品番号 DB2251 / ソーラーイエロー×コアブラック×ランニングホワイト

●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（鷹の爪を模ったローカット仕様の履き口）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　●内側寄りに搭載されたスピードレーシングシステムによりアウトサイドのボー
ルコントロールゾーンをより多く確保することで、高速スプリント時のボールタッチに貢献　●優れた軽量性を
誇るスプリントフレームソール　●ソール一体型のエクスターナルヒールカウンターによりヒールのホールド性を
向上　●刃型を組み合わせた鋭角スピードスタッドがスピードブレーに貢献　●天然芝・ロングパイル人工芝グ
ラウンド対応

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7月26日（木）17:00より先行発売

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

8月2日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い



LINE UP / NEMEZIZ TEAM  MODE  PACK

商品番号 DB2071 / フットボールブルー×ランニングホワイト×フットボールブルー

●プロ仕様、限定プレミアムモデル　●高伸縮繊維のアジリティーバンデージが足全体を包みこむレースレスシ
ステムが、足とシューズの一体感を高め俊敏な動きをサポート　●前後の傾斜により履き口をしっかりとロック
する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　●
アシメトリックカラー（内側を高くした非対称のミッドカット仕様）が安定性を高め、あらゆる方向へのクイック
な動きをサポート　●軽さ、薄さ、安定性を兼ね備えたアジリティースキン 2.0が、やわらかい足入れと高いボー
ルグリップを実現。クイックな動きにおける優れたボールコントロール性に貢献　●優れた軽量性を誇るスプリ
ントフレームソールがダイナミックな蹴りだしをサポート　●天然芝・ロングパイル人工芝グラウンド対応

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7月26日（木）17:00より先行発売

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

8月 2日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い

限定 131足

●プロ仕様、トップモデル　●高伸縮繊維のアジリティーバンデージが足首周りを強固にロック。360°方向への
俊敏な動きにおける、ブレない安定感を実現　●前後の傾斜により履き口をしっかりとロックするデュアルロッ
クシステムが、 後足部を頑丈に固定。鋭い踏み込みやターンに貢献　●360°トルションテープが足全体をしっか
りホールド。プレー中の足ブレやシューズ内のズレを軽減し、1 歩目の加速に貢献　●軽さ、薄さ、安定性を
兼ね備えたニット素材アッパーであるアジリティースキン2.0が、やわらかい足入れと高いボールグリップを実現。
クイックな動きにおける優れたボールコントロール性に貢献　●優れた軽量性を誇るスプリントフレームソール
がダイナミックな蹴りだしをサポート　●土・ロングパイル人工芝グラウンド対応

NEMEZIZ 18.1-JAPAN HG/AG
ネメシス 18.1-ジャパン HG/AG
¥22,000 ＋税（自店販売価格）

サイズ / 24.5～29.5cm
8月 2日発売予定

※ 一部店舗のみ取扱い

商品番号 BB6979 / フットボールブルー×ランニングホワイト×フットボールブルー

※ 価格の表記は、全て自店販売価格になります。

●部活仕様モデル　●高伸縮繊維のアジリティーバンデージが足首周
りを強固にロックし、ブレない安定感を実現　●前後の傾斜により履
き口をしっかりとロックする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　●やわ
らかさに優れたアジリティーメッシュアッパーにより、ソフトな足入れと
高いボールグリップを実現　●前後左右 360 °方向への動きやすさと
一瞬の俊敏性に貢献するマルチグリップスタッド　●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 18.2-JAPAN HG/AG
ネメシス 18.2-ジャパン HG/AG
¥15,000 ＋税（自店販売価格）

サイズ / 24.5～29.5cm
8月 2日発売予定

商品番号 BB6982
フットボールブルー×ランニングホワイト×フットボールブルー

AGILITY

商品番号 DB2088 / ランニングホワイト×コアブラック×フットボールブルー

●リオネル・メッシ着用モデル　●高伸縮繊維のアジリティーバンデージが足首周りを強固にロック。360°方向
への俊敏な動きにおける、ブレない安定感を実現　●前後の傾斜により履き口をしっかりとロックするデュアル
ロックシステムが、 後足部を頑丈に固定。鋭い踏み込みやターンに貢献　●360°トルションテープが足全体をしっ
かりホールド。プレー中の足ブレやシューズ内のズレを軽減し、1 歩目の加速に貢献　●軽さ、薄さ、安定性
を兼ね備えたニット素材アッパーであるアジリティースキン 2.0 が、やわらかい足入れと高いボールグリップを
実現。クイックな動きにおける優れたボールコントロール性に貢献　●メッシの特徴的な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

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7月26日（木）17:00より先行発売

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

8月 2日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い

商品番号 DB2080 / フットボールブルー×ランニングホワイト×フットボールブルー

●プロ仕様、トップモデル　●高伸縮繊維のアジリティーバンデージが足首周りを強固にロック。360°方向への
俊敏な動きにおける、ブレない安定感を実現　●前後の傾斜により履き口をしっかりとロックするデュアルロッ
クシステムが、 後足部を頑丈に固定。鋭い踏み込みやターンに貢献　●360°トルションテープが足全体をしっか
りホールド。プレー中の足ブレやシューズ内のズレを軽減し、1 歩目の加速に貢献　●軽さ、薄さ、安定性を
兼ね備えたニット素材アッパーであるアジリティースキン2.0が、やわらかい足入れと高いボールグリップを実現。
クイックな動きにおける優れたボールコントロール性に貢献　●優れた軽量性を誇るスプリントフレームソール
がダイナミックな蹴りだしをサポート　●天然芝・ロングパイル人工芝グラウンド対応

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7月26日（木）17:00より先行発売

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

8月 2日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い

●高伸縮繊維のアジリティーバンデージが足首周りを強固にロックし、
ブレない安定感を実現　●前後の傾斜により履き口をしっかりとロッ
クするデュアルロックシステムが、 後足部を頑丈に固定。鋭い踏み込み
やターンに貢献　●やわらかさに優れたアジリティーメッシュアッパー
により、ソフトな足入れと高いボールグリップを実現　●丸型とブレー
ド型をミックスしたトライアングルスタッドにより、鋭いグリップ性と衝
撃分散性を両立　●土・ロングパイル人工芝グラウンド対応

NEMEZIZ 18.3 HG/AG
ネメシス 18.3 HG/AG

¥8,990 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm

8月 2日発売予定

商品番号 BB6984
フットボールブルー×ランニングホワイト×フットボールブルー

●ジュニアベーシックモデル　●高伸縮繊維のアジリティーバンデージ
が足首周りを強固にロックし、ブレない安定感を実現　●デュアルロッ
クシステムが 後足部を頑丈に固定　●耐久性に優れた人工皮革アッ
パーにより、足全体のフィット感とホールド性を両立　●日本人ジュニ
アプレーヤーの足型を綿密に分析し開発したジャパニーズジュニアマイ
クロフィットラスト搭載　●丸型のマルチコントロールスタッドが優れた
ボールコントロール精度と 360°あらゆる方向への安定した動きに貢献
●土・ロングパイル人工芝グラウンド対応

NEMEZIZ MESSI 18.3-JAPAN HG/AG J
ネメシス メッシ 18.3-ジャパン HG/AG J

¥7,690 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 17.0～24.5cm

8月 2日発売予定

商品番号 DB2387
ランニングホワイト×コアブラック×フットボールブルー

●プロ仕様、トップモデル　●高伸縮繊維のアジリティーバンデージが足首周りを強固にロック。360°方向への
俊敏な動きにおける、ブレない安定感を実現　●前後の傾斜により履き口をしっかりとロックするデュアルロッ
クシステムが、 後足部を頑丈に固定。鋭い踏み込みやターンに貢献　●360°トルションテープが足全体をしっか
りホールド。プレー中の足ブレやシューズ内のズレを軽減し、1 歩目の加速に貢献　●軽さ、薄さ、安定性を
兼ね備えたニット素材アッパーであるアジリティースキン2.0が、やわらかい足入れと高いボールグリップを実現。
クイックな動きにおける優れたボールコントロール性に貢献　●優れた軽量性を誇るスプリントフレームソール
がダイナミックな蹴りだしをサポート　●土・ロングパイル人工芝グラウンド対応

NEMEZIZ 18.1-JAPAN HG/AG
ネメシス 18.1-ジャパン HG/AG
¥22,000 ＋税（自店販売価格）

サイズ / 24.5～29.5cm
8月 2日発売予定

※ 一部店舗のみ取扱い

商品番号 BB6979 / フットボールブルー×ランニングホワイト×フットボールブルー



LINE UP / PREDATOR, COPA TEAM  MODE  PACK

商品番号 DB2012 / コアブラック×ランニングホワイト×レッド

●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●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追求　●シームレスプライムニットソックスが長時間の安定したボールコントロール
やモーションコントロールに貢献　●360°方向へのスムーズな動きと鋭いグリップ性を実現したダイヤモンドス
タッド　●ダイナミックな蹴りだしをサポートする軽量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フォームが推進力をサポート　●天然芝・ロングパイル人工芝グラウンド対応

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

8月 11日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い

限定 131足

●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　●360°方向へのスムーズな動
きと鋭いグリップ性を実現したダイヤモンドスタッド　●ダイナミックな蹴りだしをサポートする軽量コントロー
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

8月 2日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い

商品番号 BB6922 / コアブラック×ランニングホワイト×レッド

※ 価格の表記は、全て自店販売価格になります。

●部活仕様モデル　●プライムメッシュアッパーが正確なボールコント
ロール精度に貢献　●シームレスソックスにより足とシューズの一体感
を実現　●ボールとグラウンドへの吸い付きやすさを高める 43 本の
丸型トータルコントロールスタッド　●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 18.2-JAPAN HG/AG
プレデター 18.2-ジャパン HG/AG

¥15,000 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm

8月 2日発売予定

商品番号 BB6936 / コアブラック×ランニングホワイト×レッド

●日本人ジュニア仕様のジャパニーズジュニアマイクロフィットラスト搭
載　●優れたボールグリップ性と正確なボールコントロール精度に貢
献する人工皮革アッパー　●足とシューズとの優れた一体感と足首ま
わりのホールド性を実現したコンプレッションフィットソックス　●ボー
ルとグラウンド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　●土・ロングパイル人工芝グラウンド対応

PREDATOR 18.3-JAPAN HG/AG J
プレデター 18.3-ジャパン HG/AG J

¥6,690 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 17.0～24.5cm

8月 4日発売予定

商品番号 BB6991 / コアブラック×ランニングホワイト×レッド

●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やわらかい前足部の足馴染みに貢献。さ
らにダブルステッチ加工により形状維持性を高めることで、長期間の素足感覚でのボールタッチを追求　●ソー
ル一体型のエクスターナルヒールカウンターとインナーヒールカウンターを 2 重に搭載したダブルヒールカウン
ターにより、ハイレベルなブレないかかとを実現　●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　　●土・ロングパイル人工芝グラウンド対応

COPA 18.1-JAPAN HG/AG
コパ 18.1-ジャパン HG/AG

¥20,000 ＋税（自店販売価格）
サイズ / 24.5～29.5cm

8月2日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い

商品番号 B96592 / シルバーメット×コアブラック×フットボールブルー

TOUCH

●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やわらかい前足部の足馴染みに貢献。さ
らにダブルステッチ加工により形状維持性を高めることで、長期間の素足感覚でのボールタッチを追求　●ソー
ル一体型のエクスターナルヒールカウンターとインナーヒールカウンターを 2 重に搭載したダブルヒールカウン
ターにより、ハイレベルなブレないかかとを実現　●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

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

8月2日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い

商品番号 DB2166 / シルバーメット×コアブラック×フットボールブルー

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
7月26日（木）17:00より先行発売

●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　●360°方向へのス
ムーズな動きと鋭いグリップ性を実現したダイヤモンドスタッド　●ダ
イナミックな蹴りだしをサポートする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

8月 2日発売予定
※ 一部店舗のみ取扱い

商品番号 DB2039 / コアブラック×ランニングホワイト×レッド

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
7月26日（木）17:00より先行発売

CONTROL



TEAM  MODE  PACK PLAY MODE CHECKER

※ 価格の表記は、全て自店販売価格になります。

スマートフォンやタブレットで、自分が求めるプレースタイルにぴったりのスパイクシューズが見つかる

https://web.gekisaka.jp/special/adidas/playmodechecker

アディダス フットボールでは、新しい「TEAM MODE PACK」の発売に合わせて、自分のプレースタイルにあっ
たスパイクを簡単に見つけることができる「PLAY MODE CHECKER（プレーモードチェッカー）」を展開いた
します。
「PLAY MODE CHECKER」はスマホやタブレット、PC からアクセスし、簡単な 3 ステップの質問に答えるだ
けで、アディダスがラインナップする4つのフランチャイズ「COPA」「PREDATOR」「X」「NEMEZIZ」から、
自分の求めるプレースタイルにぴったりのモデルを見つけることができます。
「PLAY MODE CHECKER」は、8月2日より上記URLにて開始予定。また、一部のアディダス直営店店頭では、
「PLAY MODE CHECKER」がおすすめするスパイクをその場で試し履きできるイベントも実施予定です。

プレーモードチェッカー

3つの質問に答えるだけですぐにチェック!!

3 自分のプレースタイルに合ったスパイクがわかる !

1 自分が希望するポジションもしくはプレータイプを選ぶ

2 パーソナリティを診断

©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。

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