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アディダスゴルフ、ゴルフと⽇常の境界線を無くす 

adicross 2019 年 新商品を発表  

アディダスゴルフはゴルフと⽇常の境界線を無くし、斬新で新しいゴルフスタイル「adicross（アディクロ
ス）」シリーズの 2019 年春夏コレクションを発表いたしました。2019 年春夏コレクションは更にモデル数を拡
⼤し、オンコースとオフコースの両⽅でボーダーレスなスタイルと性能を兼ね備えたアパレルとフットウェアの
コレクションとなります。adicross の新アパレル・フットウェアは 2 ⽉より弊社商品取扱店および、アディダス
公式オンラインストア（shop.adidas.jp/golf/）にて順次発売開始致します。 
 
2019 年 adicross の「ALWAYS ON. Because the game never stops.」コンセプトはいかなる場⾯でもゴルフを忘れ
ないゴルファーへ、デザインと機能の両⽅⾯から、ゴルフ・カジュアルシーンに加えトレーニングなど、様々な
場⾯で着⽤ができるスタイルです。 
 
アパレルはカジュアルシーン及びゴルフプレーの双⽅の場⾯で活躍できる汎⽤性の⾼いスタイルを実現するため
に Primeknit（プライムニット）などのアディダス独⾃の素材などを採⽤し、様々な環境においても快適な着⽤感
を実現しながらも⾼いパフォーマンスを発揮します。デザインは、ゴルフの既存のスタイルに変化を与える「ス
リーブロゴ S/S T シャツ」のクルーネックディテールや、「クロステープ ヘンリーネックシャツ」のヘンリーネ
ックディテールが、よりカジュアルなゴルフシーンを演出します。また、ボトムスではマーケットトレンドに対
応した「スウェットジョガーパンツ」など、トップスとのコーディネートによって様々なスタイリングが可能と
なります。これらのデザインやシルエットを実現しつつ、アディダスとしての機能性を追求したコレクションと
なります。 
 
デザインに関しては、ボディカラーと同⾊系ブランドロゴ使いなどで⽇常においてもコーディネイトが容易なミ
ニマルデザインで、オフコースでの汎⽤性を広げます。また、フットウェアとも連動しているアディダスブラン
ドのデザインモチーフの⼀つである 3-ストライプスのクロステープもデザインのアクセントとなっています。 
 
フットウェアはアパレルと同様に、様々なシーンや環境においても快適性とパフォーマンスを発揮するものとな
っています。2018 年シーズンの adicross ラインで好評であった、「crossknit 2.0（クロスニット 2.0）」や
「adicross bounce mid（アディクロス バウンスミッド）」の後継モデルとなる、「crossknit 3.0（クロスニット
3.0）」や「adicross PPF（アディクロス ピー・ピー・エフ）」なども新発売致します。アパレルと連動して、前
作以上にオンコースとオフコースの両⽅で汎⽤性を⾼めるデザイン・快適性・パフォーマンスを両⽴した設計に
なっています。 
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TECHNOLOGY & DESIGN 
機能・デザイン説明 

「primeknit」とは? 
primeknit（プライムニット）はシューズアパレルの素材に採

⽤しているアディダス独⾃の機能で、適材適所で編地変化を

施しパフォーマンス性を⾼めています。シームレスコンスト

ラクションと編み組織を変化させることで様々な動きに対す

るサポート性とストレッチ性を提供します。 
搭載アパレル︓ 

プライムニット ハーフジップフーディー (DT3535) 

プライムニット フルジップジャケット (DP6870) 

プライムニット S/S シャツ (DP6868) 

汎⽤性の⾼いデザイン 
アパレルはブランドロゴを、ボディーカラーと同⾊系で

施すことやウーブンパッチディテールにすることによ

り、ゴルフ・カジュアル・トレーニングなどといった

様々なシーンにも対応できるコーディネイトしやすいア

イテムとなっています。 

crossknit 3.0 

前モデルより安定性が向上 

レースループがシューズの内部につながって

いる構造により、前作の快適性をそのまま

に、安定性が向上。ゴルフのスイング時はも

ちろん、ジムなどでのトレーニングにも対応

が可能に。 

adicross bounce boa 
climacool 

climacool メッシュの搭載 

adicross bounce boa に通気性と軽量性能を持

たすために、アディダス独⾃の climacool メッ

シュをアッパーの全⾯に採⽤。繊維素材によ

って包み込まれるようなホールド感を実現。 

adicross PPF 

bounce ソールに更に汎⽤性を 

adicross PPF にのみ、優れたクッション性と

広い接地⾯によるグリップ⼒を実現する

bounce ソールに、”+”形状のスリットを適所に

⼊れることで、可動性が向上。様々な⾜の動

きに順応。 
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  FOOTWEAR 
crossknit 3.0 

ウルトラブーストの履き⼼地とゴルフプレーを両⽴させた”ON・OFF”クロスオーバーモデル  
- ゴルフでは最⼤の容積量を搭載したフルレングス Boost がもたらす⾼クッショニング 

- ユニークなヘザーニットアッパーに施されたフォージド加⼯による横⽅向の安定性 

- ⼤型ヒールカウンターによるかかと部の安定性 

- ⾼ストレッチ素材タンによるイージーな着脱性能 

- Boost 内部に配置されたトルションバーによる適度なトルクコントロール 

- 耐摩耗性に優れたアディウェアラバーアウトーソール 

- アパレルと連動したクロスデザインをヒールに配置 

adicross bounce boa climacool 

好評の adicross Bounce Boa に climacool 機能を兼ね備えたユニークなメッシュバージョン 

- 追加カラーとして新マテリアル climacool メッシュタイプはユニークなカラーコンビネーション 

- 甲部全体を⼤きく包み込むサポートパーツ 

- フルレングス Bounce がもたらす快適なクッショニング 

- ヒールカウンターによるかかと部の安定性 

- ゴルフカートのタイヤに着想したフラットなラバースパイクレス配列 

- 耐摩耗性に優れたアディウェアラバーアウトソール 

- しなやかな TX4 レーシングを採⽤ 

価格︓オープン 

重量（⽚⾜）︓310g (25.5cm) 

サイズ︓24.5cm~28.0cm (⼀部 29.0cm/30.0cm 対応) 

ラスト︓ウルトラブーストラスト(EE) 

素材︓甲/合成繊維 底/ラバー 

カラー︓3 ⾊ 

価格︓オープン 
重量（⽚⾜）︓340g (25.5cm) 
サイズ︓24.5cm~28.0cm 
ラスト︓NMD ラスト(EE) 
素材︓甲/合成繊維 底/ラバー 
カラー︓2 ⾊ 

3 ⽉上旬発売予定 
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APPAREL 

FOOTWEAR 
ADICROSS PPF 

価格︓オープン 
重量（⽚⾜）︓320g (25.5cm) 
サイズ︓24.5cm~28.0cm 
ラスト︓NMD ラスト(EE) 
素材︓甲/天然⽪⾰ 底/ラバー 
カラー︓3 ⾊ 

“Past”“Present”“Future”をコンセプトに開発された“ON・OFF”クロスオーバーモデル 

- クラシックゴルフシューズの伝統である”天然⽪⾰”をアッパーに採⽤＝PAST 

- Bounce や NMD ラスト採⽤による現代のパフォーマンス性能＝Present 

- 既成概念に捉われない新しいデザインとマテリアルコンビネーション＝Future 

- フルレングス Bounce がもたらす快適なクッショニング 

- 耐摩耗性に優れたアディウェアラバーアウトソール 

ADICROSS プライムニット ハーフジップフーディー 

⾃店販売価格︓ ¥16,000+税 

サイズ︓ M, O, 2XO (⽇本参考サイズ） 

素材︓ポリエステル 100% 

特徴︓ストレッチ 

ADICROSS プライムニット フルジップジャケット 

⾃店販売価格︓ ¥18,000+税 

サイズ︓ M, O, 2XO (⽇本参考サイズ） 

素材︓ポリエステル 100% 

特徴︓ストレッチ 

⾼いストレッチ性能を誇るプライムニットフーディーは

オンコースでのプレーのみならずドライビングレンジに

もおすすめのアイテムです。 

⾼いストレッチ性能を誇るプライムニットフルジップジャ

ケット。モノトーンながら表情の異なる編み⽴て変化によ

り価値観のあるアイテムです。 
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APPAREL 

ADICROSS S/S フーディー 

⾃店販売価格︓ ¥9,490+税 

サイズ︓ S, M, L, O, XO  

素材︓ポリエステル 91%、ポリウレタン 9% 

特徴︓吸汗速乾 ストレッチ 

ショートスリーブフーディースタイルは着こなしの幅を楽

しめるアイテムです。コーディネイトが容易なミニマルデ

ザインがオフコースでの汎⽤性をさらに広げます。 

ADICROSS プライムニット S/S シャツ 

⾃店販売価格︓ ¥9,990+税 

サイズ︓ M, O, 2XO (⽇本参考サイズ） 

素材︓ポリエステル 90%、ポリウレタン 10% 

特徴︓ストレッチ 

⾼いストレッチ性能を誇るプライムニットポロ。モノト

ーンながら表情の異なる編み⽴て変化により価値観のあ

るアイテムです。 

ADICROSS クロステープ  S/S シャツ 

⾃店販売価格︓ ¥7,990+税 

サイズ︓ S, M, L, O, XO  

素材︓ポリエステル 100% 

特徴︓吸汗速乾 

ALWAYS ON のコンセプトをベースに、コースでもタウ

ンでも着⽤可能なベーシックデザイン。バックネックの

クロステープデザインがアクセントになっています。 

ADICROSS クロステープ  S/S ヘンリーネックシャツ 

⾃店販売価格︓ ¥6,990+税 

サイズ︓ S, M, L, O, XO  

素材︓ポリエステル 100% 

特徴︓吸汗速乾 

ドライビングレンジやオフコースでの着⽤をイメージし

たヘンリーネックシャツ。バックネックにはフットウェ

アと連動したクロステープをデザインしています。 
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APPAREL 

ADICROSS スリーブロゴ  S/S シャツ 

⾃店販売価格︓ ¥4,990+税 

サイズ︓ S, M, L, O, XO  

素材︓ポリエステル 65%、レーヨン 35% 

特徴︓吸汗速乾 

レーヨン混のシンプルな T シャツは独特の艶感が特徴。

左袖、肩にのみブランド表現した使い回しのしやすいデ

ザインです。 

ADICROSS スウェットジョガーパンツ 

⾃店販売価格︓ ¥9,990+税 

サイズ︓ S, M, L, O, XO, 2XO 

素材︓ポリエステル 91%、ポリウレタン 9% 

特徴︓吸汗速乾 ストレッチ 

ドライビングレンジやジムワークアウトなどゴルファーの

オフコースでの着⽤も想定したジョガーパンツ。 

 

ADICROSS ファイブポケットパンツ 

⾃店販売価格︓ ¥8,990+税 

サイズ︓ S, M, L, O, XO, 2XO 

素材︓ナイロン 95%、ポリウレタン 5% 

特徴︓吸汗速乾 ストレッチ 

ON/OFF 共に着⽤可能な 5 ポケットパンツはややスリム

なシルエットながら⾼いストレッチ性により⾼い運動性

も兼ね備える。 

ADICROSS ファイブポケットショートパンツ 

⾃店販売価格︓ ¥7,990+税 

サイズ︓ S, M, L, O, XO, 2XO 

素材︓ナイロン 95%、ポリウレタン 5% 

特徴︓吸汗速乾 ストレッチ 

ON/OFF 共に着⽤可能な 5 ポケットショートパンツは、⾼

いストレッチ性によりプレーをより快適なものにします。 
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adidas NEWS STREAM と 

製品画像ダウンロード⽅法の変更に関して 

アディダス NEWS STREAM は 2019 年 1 ⽉からグローバルサイト（https://news.adidas.com）に統合致しました。アディダ

スゴルフのニュースリリース及び製品画像は下記画像の”Golf”カテゴリーからアクセスをお願い致します。 

 
 

Golf 

また、⽇本語版のプレスリリースはニュースページ内の下記画像に貼られているリンクからアクセスいただけます。製品

画像に関しましては、従来通りページ右側からアクセスしダウンロードいただけますが、ファイル名が⽇本語になってい

る画像のみが⽇本展開商品となりますのでご注意ください。（＊それ以外の画像ファイルは⽇本未展開商品となります） 

＜news.adidas.com トップページ＞ 

画像ダウンロードはこちらから。ファイル名

に⽇本語が含まれるもののみ使⽤可能です。 

“PRESS RELEASE” の以下に⽇本語版リリース

のリンクが表⽰されます。 

⽇本語版リリースと製品画像のダウンロードに関して 
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本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先 

アディダス ゴルフ広報事務局（株式会社イニシャル内） 担当︓⻲⽥・神野 

※画像はこちらからもダウンロード可能です。 https://news.adidas.com/golf 
TEL︓03-6862-6688 Fax︓03-5572-6065 E-mail︓adidasgolf@vectorinc.co.jp 

 

⼀般のお客様からのお問い合わせ先 

アディダス ゴルフお客様窓⼝ Tel︓0570-033-033 （⼟⽇祝除く、9:30〜18:00） 

製品情報︓shop.adidas.jp/golf/ 

©2019 adidas Japan K.K. adidas and the Badge of Sport are trademarks of adidas. 

About adidas  
アディダスは、adidas と Reebok を中核ブランドとするスポーツブランド業界のグローバルリ
ーダーです。ドイツのヘルツォーゲンアウラッハに本社を置く同社は、世界中で約 57,000 ⼈の
従業員を擁し、2017 年には 210 億ユーロの売上⾼を達成しました。 


