
FOOTWEAR

WOMEN’S

■価  格：オープン　
■重量（片足）：290g（23.0cm）　
■サイズ：22.5cm～25.0cm（一部25.5cm/26.0cm対応）
■ラスト：ウィメンズ ツアーパフォーマンスラスト（EE）
■素  材：甲/人工皮革　底/合成樹脂

ウィメンズ初のBoa+Boost搭載モデルにNewカラーが登場。。
Boostフォームを中足部まで伸長させ足裏全体で高いクッション性を感じる事が出来る。
新開発のTPUアウトソールは薄さと柔軟性を追求したツアースペックを誇り、
また豊富なカラーバリエーションは様々なゴルファーのスタイリングをサポート可能。

中国製

■価  格：オープン　
■重量（片足）：235g（23.0cm）　
■サイズ：22.5cm～25.0cm
■ラスト：ウィメンズ　ピュアラスト（EEE）
■素  材：甲/人工皮革　底/ラバー

2013年のデビュー以来多くの女性ゴルファーに指示され続けるadistarシリーズの最新モデル。
軽量感と柔らかいアウトソールによる優しい履き心地を追求するコンセプトはそのままに、
コストパフォーマンスを高めBoaエントリーモデルとしておすすめしたいモデル。

ベトナム製

■価  格：オープン　
■重量（片足）：325g（23.0cm）　
■サイズ：22.5cm～25.0cm
■ラスト：ウィメンズ アディピュアラスト（EEE）
■素  材：甲/人工皮革・天然皮革　底/合成樹脂

レディス専用に新規開発したラストは全足部にゆとりを持たせた幅広タイプ。
全足部には薄く高品質の天然皮革を採用し馴染みの良い履き心地を提供。
低重心設計のTPUアウトソールは適度な柔軟性を兼ね備え歩行時の負荷を軽減する。
新開発のFitfoam pillowインソールはかかと部のクッショニングを重点的に高めた新構造。
全体的にシンプルで落ち着いたデザインは
あらゆるスタイリングにもマッチするBoaスタンダードモデル。

中国製

W adipower Boa boost / ウィメンズ アディパワー ブースト ボア

W adipure Boa / ウィメンズ アディピュア ボア

W adistar Lite Boa / ウィメンズ アディスター ライト ボア

thintech   EXPfitfoam boost Fitfoam  GEO

fitfoam thintech   EXPcloudfoam climastorm

F33639
ホワイト/ナイトメタリック/
ナイトメタリック

F33641
ブラッパール/ダークラストメタリック/
ダークラストメタリック

Q44745
ホワイト/マットシルバー/マットシルバー
22.5cm～25.0cm/25.5cm/26.0cm サイズ対応

F33649
リアルコーラル/シルバーメタリック/
シルバーメタリック

Q44971
ホワイト/シルバーメタリック/
ショックピンク

Q44694
ホワイト/シルバーメタリック/
エナジーブルー

Q44746
ホワイト/エナジーブルー/
イージーコーラル

Q44864
ホワイト/ゼロメタリック/
ショックピンク

Q44693
ホワイト/コアブラック/
コアブラック

fitfoam   Pillow thintech   EXP

New 
Color

New 
Color

New 
Color

Performance Women’s

Performance Women’s

adipure Women’s



■価  格：オープン　
■重量（片足）：220g（23.0cm）　
■サイズ：22.5cm～25.0cm
■ラスト：ウィメンズピュアブーストラスト（EE）
■素  材：甲/合成繊維・合成樹脂　底/ラバー

女性専用モデルとして登場し、
大ヒット中のランニングシューズ pure boost x のコンセプトをゴルフスパイクレスにアレンジ。
あらゆる女性の足型に気持ちよくフィットし、中足部とミッドソールを大胆に切り離した
フローティングアーチサポートシステムを採用。筋力の少ない女性にも "蹴る力" を生み出す。
見た目も楽しめるCircleknitアッパーを採用し、 "ON・OFF" ともにファッショナブルな足元を演出。

中国製

■価  格：オープン　
■重量（片足）：310g（23.0cm）　
■サイズ：22.5cm～25.0cm（一部25.5cm/26.0cm対応）
■ラスト：ウィメンズドライバーラスト（EE）
■素  材：甲/人工皮革　底/ラバー

2015年の登場以来2年以上のロングセラーを継続中のDriver Boaのがリニューアル。
カジュアルやトラッド、スポーティーなど様々なアウトフィットにコーディネート可能な
万能デザインを進化させ3ストライプには多くのスタッズを配置。
エントリーモデルながら、松森彩夏など多くのプロ愛用者が実証のパフォーマンスも継承。

中国製

W pure boost xG / ウィメンズ ピュアブースト xG

Driver Boa 2 / ドライバー ボア 2.0

■価  格：オープン　
■重量（片足）：200g（23.0cm）　
■サイズ：22.5cm～25.0cm
■ラスト：ウィメンズパフォーマンスラスト（EE）
■素  材：甲/合成繊維　底/ラバー

この夏好評のclimacool knitにNew colorが登場。
全足部に配置されたcrosskinitはニット特有のフィット感で
まるでソックスを履いている様な優しい履き心地を提供。
また高い通気性により盛夏でのプレーを快適にサポート。
アウトソールには高い耐久性を持つadiwearラバーを採用したスパイクレスシューズ。

中国製

W climacool knit / ウィメンズ クライマクール ニット

CircleKnitboost cloudfoam

F33603
ホワイト/シルバーメタリック/
ゴールドメタリック

F33604
シルバーメタリック/
ゴールドメタリック/
ダークシルバーメタリック

F33605
ホワイト/スカーレット/カレジエイトネイビー
22.5cm～25.0cm/25.5cm/
26.0cm サイズ対応

F33606
カレジエイトネイビー/ホワイト/
セミフローズンイエロー

F33689
チョークパープル/チョークブルー/
チョークコーラル

F33690
コアブラック/カーボン/
コアブラック

F33687
グレーワン/ホワイト/
セミフローズンイエロー

F33660
チョークコーラル/リアルコーラル/
リアルコーラル

F33691
グレートゥー/ホワイト/
ナイトメタリック

F33692
コアブラック/ホワイト/
コアブラック

cloudfoam thintech   EXP

CircleKnitcloudfoam

adicross Women’s

adicross Women’s

adipure Women’s



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


