
■価  格：オープン　
■重量（片足）：410g（25.5cm）　
■サイズ：24.5cm～28.0cm
■ラスト：ツアーパフォーマンスラスト（EE）
■素  材：甲/合成繊維・合成樹脂　底/合成樹脂

ファッションシーンでトレンドのニットアッパーを全面に採用したスポーティーデザイン。
シームレスワンピースプライムニットアッパーは、適度なストレッチと通気性により
快適な履き心地を提供し、更にリブニットカラーが足首周辺のフィット感を更に向上させる。
また横方向の安定性を向上させつつ、
雨や泥などを寄せ付けない50/50エリアを大幅に拡大。

中国製

■価  格：オープン　
■重量（片足）：310g（25.5cm）　
■サイズ：24.5cm～28.0cm
■ラスト：コンペティションワイドラスト（EEE）
■素  材：甲/人工皮革　底/合成樹脂・ラバー

コストパフォーマンスに優れたBoa+フルレングスワンピースBounceシューズにNewカラーが登場。
新たに開発されたラストは全足部にかけてのゆとりを増し、
ゆったりとした履き心地を好むゴルファーにおすすめ。
ミッドソールに配置されたワンピースbounceは高いクッショニングと
エナジーリターンにより快適な歩行をサポート。
クリアTPUと柔軟性の高いラバーアウトソールを融合したスタンダードモデル。

中国製

TOUR360 Knit / ツアー360 ニット

360 traxion Boa WD / 360トラクション ボア ワイド

CircleKnit

FOOTWEAR

MEN’S

■価  格：オープン　
■重量（片足）：470g（25.5cm）　
■サイズ：24.5cm～28.0cm（一部29.0cm/30.0cm対応）
■ラスト：ツアーパフォーマンスワイドラスト（EEE）
■素  材：甲/人工皮革・天然皮革　底/合成樹脂樹脂

360シリーズのグローバルフラッグシップモデル。
ボトムパーツをサドル部まで高く設定し横方向性の安定性を更に向上。
フィット感を高める360WRAPをシューズ内部にも付加し、
更にボアワイヤーが踵部を経由する事で、まさに "3D 360WRAP" が実現。
前足部には高品質レザーを採用し柔らかな履き心地を提供。
微調整が可能なBoa IP1ダイヤルを搭載。

中国製

TOUR360 EQT Boa / ツアー360 EQT ボアPerformance Men’s

Performance Men’s

Performance Men’s

thintech   EXPclimastormcloudfoambounce

Q44729
ホワイト/コアブラック/
スカーレット

F33770
ホワイト/カレジエイトネイビー/
スカーレット

F33629
コアブラック/グレースリー/
ホワイト

F33631
グレーワン/リアルパープル/
ホワイト

F33628
ホワイト/グレーワン/
グレートゥー

F33619
ホワイト/シルバーメタリック/
コアブラック

F33620
ホワイト/コアブラック/
ボールドアクア

F33731
グレーフォー/ユーティリティーブラック/
スカーレット

F33732
ホワイト/コアブラック/ハイレスレッド
24.5cm～28.0cm/29.0cm/
30.0cm サイズ対応

Q44730
ホワイト/コアブラック/
ソーラーイエロー

thintech   EXPfitfoam boost Fitfoam  GEO 360 WRAP CenTaXionclimastorm torsion tunnel

thintech   EXPfitfoam boost 360 WRAP CenTaXiontorsion tunnelFitfoam  GEO

New 
Color

2018年
グローバルツアー
供給予定モデル



■価  格：オープン　
■重量（片足）：480g（25.5cm）　
■サイズ：24.5cm～28.0cm
■ラスト：ピュアMTOラスト（EE）
■素  材：甲/天然皮革　底/合成樹脂

シューマイスター大森敏明氏監修のピュアMTOラストを採用した
adipureシリーズフラッグシップモデル。
リッチかつソフトなThinSOFレザーは履きこむ程に自らの足型に
カスタムフィットを期待させる仕上がり。
ボトムにはツアースペックの機能性を付加するカーボン製シャンクを搭載し、
横方向の安定性と力強いトルクを生む。

中国製

■価  格：オープン　
■重量（片足）：440g（25.5cm）　
■サイズ：24.5cm/25.5cm/26.5cm/27.0cm/27.5cm/28.0cm
■ラスト：ストリートワイドラスト（EE）
■素  材：甲/天然皮革　底/合成樹脂

ジャスティン・ローズのシグネイチャーモデルとして、
トッププロが求める機能を妥協することなく盛り込んだプレミアムレザースパイクレスシューズ。
ミッドソールには足裏の3/4を覆う薄いBoostフォームを新開発し、
クラシックな雰囲気とパファーマンスをさりげなく両立。
全面TPUアウトソールは力強いグリップとスウィングと歩行を妨げない柔軟性を提供。
（25.5/26.0cmは未展開）

中国製

■価  格：オープン　
■重量（片足）：390g（25.5cm）　
■サイズ：24.5cm～28.0cm（一部29.0cm/30.0cm対応）
■ラスト：ピュアMTOラスト（EE）
■素  材：甲/人工皮革　底/合成樹脂

シューマイスター大森敏明氏監修のピュアMTOラストを採用した
adipureシリーズから唯一のBoa搭載モデル。好評の初代モデルを全面的に踏襲しつつ、
更にソフトな足入れ感を追求し独特のアッパーパターンとBoaダイヤルのロケーションを提案。
センターよりやや内側にオフセットされたダイヤルポジションにより
足全体を覆い尽くすようなフィット感を提供。
クラシックシューズの趣とテクノロジーを融合させクリーンなルックスを追求。

中国製

adipure tp 2.0 / アディピュア tp 2.0

■価  格：オープン　
■重量（片足）：360g（25.5cm）　
■サイズ：24.5cm～28.0cm（一部29.0/30.0cm対応）
■ラスト：コンペティションラスト（EEE）
■素  材：甲/人工皮革・合成樹脂　底/合成樹脂

高次元の安定性により飛ばしを追求し続けたパワーバンドの歴史に
新たにBoostを搭載し快適性をプラス。
前足部にもソフトかつ反発性の高いEVAフォームbounceを搭載し歩行時の軽快感を高める。
サイド部分にはBoaワイヤーと連結した新開発の "POWER CAGE" により
足型に合わせたフィット感の向上とショット時のスウェー防止に効果を発揮する。
アッパーには高い防水性とストレッチ性を兼ね備えた人工皮革を採用。

中国製

powerband Boa boost / パワーバンド ボア ブースト

adipure Men’s

adipure ray Boa 2 / アディピュア レイ ボア 2.0adipure Men’s

adipure sp / アディピュア spadipure Men’s

Performance Men’s

F33675
ホワイト/シルバーメタリック/
シルバーメタリック

F33678
ホワイト/ナイトインディゴ/
ボールドレッド

F33677
コアブラック/ゴールドメタリック/
ホワイト

thintech   EXPPowerCagefitfoam boost Fitfoam  GEO 360 LOOPbounce

Q44848
ホワイト/アイアンメタリック/ソーラースライム
24.5cm～28.0cm/29.0cm/
30.0cm サイズ対応

Q44870
ホワイト/コアブラック/スカーレット
24.5cm～28.0cm/29.0cm/
30.0cm サイズ対応

DA9129
タンブラウン/タンブラウン/
ゴールドメタリック

F33588
ホワイト/ホワイト/
コアブラック

DA9436
オニキス/オニキス/
シルバーメタリック

F33590
コアブラック/コアブラック/
ゴールドメタリック

DA9131
ナイトネイビー/オフホワイト/
ゴールドメタリック

F33746
ホワイト/ホワイト/
グレートゥー

DA9126
コアブラック/ホワイト/
シルバーメタリック

F33584
コアブラック/コアブラック/コアブラック
24.5cm～28.0cm/29.0cm/30.0cm サイズ対応

F33587
ツアーホワイト/カレジエイトネイビー/
カレジエイトネイビー

F33586
ホワイト/コアブラック/コアブラック
29.0cm/30.0cm サイズ対応

thintech   EXPfitfoam 

boost cloudfoam

fitfoam thintech   EXP

New 
Color

New 
Color

New 
Color

2018年
グローバルツアー
供給予定モデル

2018年
グローバルツアー
供給予定モデル



■価  格：オープン　
■重量（片足）：350g〈メッシュ:340g〉 （25.5cm）　
■サイズ：24.5cm～28.0cm（一部29.0cm/30.0cm対応）
■ラスト：NMDラスト（EE）
■素  材：①甲/人工皮革・合成繊維　底/ラバー  　②甲/合成繊維　底/ラバー

ストリートシューズのトレンドとゴルフシューズに求められるBoaクロージャーシステムを融合させ、
全く新しいスパイクレスが誕生。ミッドソールにはフルレングスBounceを採用し
 "ON・OFF" を問わず快適なクッショニングを提供。
アッパー・ボトム共通のリブデザインは見た目だけでなくスウィング時の安定性を高め、
新開発のadiwear耐久ラバーアウトソールは、フラットかつ幅広い面で地面にコンタクトし
想像以上のグリップ力を発揮する。アッパーは、メッシュと人工皮革の2タイプを用意。

ベトナム製

■価  格：オープン　
■重量（片足）：360g（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

adicross bounce Boaと同コンセプト・パフォーマンスを提供するレザーシューズ。
カラバリにより異なるエンボスにより "ON・OFF" 様々なシーンでコーディネート可能なデザイン。
サドル部のシューホールを自由にアレンジし履き心地をカスタマイズ可能に。

ベトナム製

adicross bounce Boa / アディクロス バウンス ボア

adicross bounce (Leather) / アディクロス バウンス （レザー）

CircleKnit

■価  格：オープン　
■重量（片足）：410g（25.5cm）　
■サイズ：24.5cm～28.0cm（一部29.0cm/30.0cm対応）
■ラスト：ピュアワイドラスト（EEE）
■素  材：甲/人工皮革　底/合成樹脂

2015年9月の発売以来ロングセラーを続ける、2代目ピュアメタルボアが登場。
柔軟性の高いアウトソールやシンプルなデザインなど、アイデンティティはそのままに
細部の機能を“PLUS”しました。デザインの中心にもなる最新のL6ダイヤルの中でも、
ハイグレードタイプをチョイスしカラーカスタマイズしました。
またｲﾝソールは新機能“Fitform pillow”を採用しかかと部のクッション性を高め、
さらに快適な履き心地を追求しました。 

中国製

pure metal Boa PLUS / ピュアメタル ボア プラスadipure Men’s

Q44895
ホワイト/シルバーメタリック/パワーレッド
24.5cm～28.0cm/29.0cm/
30.0cm サイズ対応

Q44896
ホワイト/シルバーメタリック/
コアブラック

Q44897
ホワイト/シルバーメタリック/
ダークシルバーメタリック
24.5cm～28.0cm/29.0cm/
30.0cm サイズ対応

Q44898
コアブラック/
ダークシルバーメタリック/
コアブラック

Q44947
クリアグレー/ダークシルバーメタリック/
カレジエイトネイビー

thintech   EXPfitfoam   PillowFitfoam  GEO

■価  格：オープン　
■重量（片足）：330g（25.5cm）　
■サイズ：24.5cm～28.0cm
■ラスト：ウルトラブーストラスト（EE）
■素  材：甲/合成繊維・合成樹脂　底/ラバー

新生adicrossレンジを象徴する "ON・OFF" クロスオーバーデザイン。
多くのアディダスシューズカテゴリーでトレンドのフルレングスBoost、ニットアッパー、
ベルクロタイプクロージャーの全てを盛り込んだフラッグシックモデル。
リブニットカラーとフィットフォームGEOの相乗効果により足を入れた瞬間に
吸い付くような履き心地が特徴。ショット時には適正なトルクを生むトルションバーを内蔵し
ルックス以上の高いパフォーマンスを発揮。

中国製

crossknit 2.0 / クロスニット 2.0adicross Men’s

adicross Men’s

adicross Men’s

F33600
グレースリー/グレーワン/
カレジエイトネイビー

F33602
ノーブルインク/ノーブルインディゴ/
ホワイト

F33733
コアブラック/コアブラック/
ホワイト

DA9127
ハイレスレッド/カーボン/
ホワイト

（climastormはsynthetic ver.のみ）
①Synthetic ver. ②Mesh ver.

F33740
コアブラック/コアブラック/
ダークシルバーメタリック

F33741
ソリッドグレー/グレースリー/
コアブラック

F33742
ハイレスレッド/コアブラック/
ホワイト

F33573
ホワイト/コアブラック/
ブルーメタリック

F33572
ホワイト/グレーワン/ラッシュブルー
24.5cm～28.0cm/29.0cm/
30.0cm サイズ対応

F33752
ホワイト/コアブラック/
ブルー

F33727
グレーフォー/グレースリー/
ホワイト

climastormcloudfoambounce

CircleKnitboost cloudfoam TORSION SYSTEM

cloudfoambounce climastorm



■価  格：オープン　
■重量（片足）：370g（25.5cm）　
■サイズ：24.5cm～28.0cm
■ラスト：ストリートワイドラスト（EE）
■素  材：甲/天然皮革　底/ラバー

ベトナム製

adicross classic WD / アディクロス クラシック ワイド

■価  格：オープン　
■重量（片足）：330g（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

より軽快でスポーティーなイメージのadicross Bounceのテキスタイルバージョン。
高い通気性やコストパファーマンスも魅力的、
ドライビングレンジでの使用などにもお勧めのスパイクレスシューズ。

ベトナム製

adicross bounce (Textile) / アディクロス バウンス （テキスタイル）adicross Men’s

adicross Men’s

F33781
ホワイト/ホワイト/グリーン

F33778
コアブラック/ホワイト/
ホワイト

F33779
ホワイト/ホワイト/
コアブラック

F33569
コアブラック/コアブラック/
ホワイト

F33567
オリーブカーゴ/コアブラック/
ホワイト

cloudfoambounce

climastormcloudfoam

アディダスヘリテージにスニーカーのスタイリングやカラーにインスパイアされたレザースパイクレス。
摩耗の少ない高耐久adiwearラバーは、
ストリートやドライビングレンジでの使用にも最適なモデル。



FOOTWEAR

MEN’S
BLACK Boost Pack 限定モデル

FOOTWEAR

MEN’S
SILVER Boost Pack 限定モデル

F33730
コアブラック/コアブラック/コアブラック

AC8526
コアブラック/コアブラック/コアブラック

AC8527
ホワイト/ホワイト/トレイスグレー

F33734
コアブラック/カーボン/ホワイト

F33735
ホワイト/ホワイト/トレースグレー

thintech   EXP CenTaXiontorsion tunnel

CircleKnitboost cloudfoam TORSION SYSTEM

thintech   EXP CenTaXiontorsion tunnel

CircleKnitboost cloudfoam TORSION SYSTEM

boost fitfoam Fitfoam  GEO 360 WRAP climastorm

fitfoam boost Fitfoam  GEO 360 WRAP climastorm

thintech   EXP CenTaXiontorsion tunnel

fitfoam boost Fitfoam  GEO 360 WRAP

中国製

TOUR360 Knit / ツアー360 ニット crossknit 2.0 / クロスニット 2.0

crossknit 2.0 / クロスニット 2.0

■価  格：オープン　■重量（片足）：330g（25.5cm）　■サイズ：24.5cm～28.0cm
■ラスト：ウルトラブーストラスト（EE）　■素  材：甲/合成繊維・合成樹脂　底/ラバー

限定Colored Boostの第二弾として18年5月に発売予定のSILVER Boost PACK。
BLACK Boostとは対照的にアッパーパーツをホワイトで統一し、
夏に向かうシーズンに最適なデザインを提案。

TOUR360 Knit / ツアー360 ニット

■価  格：オープン　■重量（片足）：410g（25.5cm）　■サイズ：24.5cm～28.0cm　
■ラスト：ツアーパフォーマンスラスト（EE）　■素  材：甲/合成繊維・合成樹脂　底/合成樹脂

限定Colored Boostの第二弾として18年5月に発売予定のSILVER Boost PACK。
BLACK Boostとは対照的にアッパーパーツをホワイトで統一し、
夏に向かうシーズンに最適なデザインを提案。

TOUR360 EQT Boa / ツアー360 EQT ボア

中国製中国製

中国製

中国製

■価  格：オープン　■重量（片足）：470g（25.5cm）　■サイズ：24.5cm～28.0cm　
■ラスト：ツアーパフォーマンスワイドラスト（EEE）　
■素  材：甲/人工皮革・天然皮革　底/合成樹脂
ゴルフカテゴリーでは待望のColored Boost第一弾として登場のBLACK Boost PACKを
18年3月発売予定。あえて全てのパーツをBLACKに統一し限定性を高め、
パフォーマンスとシックなルックスを両立したリミテッドモデル。 

■価  格：オープン　■重量（片足）：410g（25.5cm）　■サイズ：24.5cm～28.0cm　
■ラスト：ツアーパフォーマンスラスト（EE）　■素  材：甲/合成繊維・合成樹脂　底/合成樹脂
ゴルフカテゴリーでは待望のColored Boost第一弾として登場の
BLACK Boost PACKを18年3月発売予定。
あえて全てのパーツをBLACKに統一し限定性を高めパフォーマンスと
シックなルックスを両立したリミテッドモデル。 

■価  格：オープン　■重量（片足）：330g（25.5cm）　■サイズ：24.5cm～28.0cm
■ラスト：ウルトラブーストラスト（EE）　■素  材：甲/合成繊維・合成樹脂　底/ラバー
ゴルフカテゴリーでは待望のColored Boost第一弾として登場の
BLACK Boost PACKを18年3月発売予定。
あえて全てのパーツをBLACKに統一し限定性を高め
パフォーマンスとシックなルックスを両立したリミテッドモデル。 



台湾製

aG SHOE KEEPER / aG シューキーパーAWT51 aG SHOE DRYER / aG シュードライヤーAWT52

aG Red Insole / aG レッドインソールAWS04

■価  格：本体価格¥1,800＋税 ■サイズ：S（22.5～24.0cm）, M（24.5～26.0cm）, L（26.5～28.0cm）
■素  材：表地/ポリエステル　本体/ポリウレタン
≪エアロブラインド≫身体から発生する湿気を熱に変換する特殊加工。発生した湿気を素早く吸い取り
                      生地全体が発熱する。
≪ソルトラ≫無数の小さな気泡が優れた通気性、クッション性を発揮。耐久性も高く使い込んでも快適性が
             持続する、軽量性と抗菌性も兼ね備えた高機能素材。

aG Green Insole / aG グリーンインソールAWS03

■価  格：本体価格¥1,800＋税
■サイズ：S（22.5～24.0cm）, M（24.5～26.0cm）, L（26.5～28.0cm）
■素  材：表地/ポリエステル　本体/ポリウレタン
≪エアリセット≫空気中の水と酸素に働きかけ抗菌・消臭の触媒機能効果が長時間持続する。
≪ソルトラ≫無数の小さな気泡が優れた通気性、クッション性を発揮。耐久性も高く使い込んでも
              快適性が持続する、軽量性と抗菌性も兼ね備えた高機能素材。

thintech EXP Cleat 20pct / 20個入りクリーツ thintech EXP Cleat 400pct / 400個入りクリーツ

■価  格：本体価格 ¥2,200＋税

2017年モデルよりアディダスゴルフ全てのシューズに標準装着されるニュークリーツ20個パック
（専用レンチ付き）。旧タイプより2mmの低床化による安定性の向上と接地面積を
40%拡大した事によりスパイクマークを軽減。PINS機構による互換性あり。

台湾製

日本製日本製

中国製

中国製

aG エラスティック シューレースAWT59

■価  格：本体価格¥1,500＋税
■サイズ：75cm
■素  材：紐/ポリエステル、ポリウレタン　リング/ポリカーボネイト
伸縮性のあるエラスティックシューレースは脱ぐ履きが簡単な
結ばないタイプの新しいシューレース。
ゴルフシューズのみならず様々なシューズに装着可能。

日本製

BC5626
ブラック

BC5627
ホワイト

BC5628
シルバー BC5622

ブラック

■価  格：本体価格 ¥30,000＋税

バラ売り対応用として400個入りクリートボウル。

A92251
ブラック

■価  格：本体価格 ¥1,800＋税　
■素  材：ポリプロピレン

デオドラント加工された樹脂性シューキーパー。
サイズ目安：23.5～30.0cm。

A92252
ブラック

■価  格：本体価格 ¥1,700＋税　
■素  材：表地/ポリエステル　乾燥剤/シリカゲル　中綿/ポリエステル

シューズ内の湿気を吸収しクリーンなシューズ内環境を維持。
前作よりもシリカゲルを増量し、全体のボリューム感アップしシューズの保型効果もあり。

A92272
ホワイト

A92273
ネイビー

A92274
レッド

A92271
ブラック

A15671
グリーン

A15672
レッド


