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「Boa®クロージャーシステム」搭載モデルがさらに充実！！ 

「tour360 X Boa （ツアー360 X ボア）」 
「adizero prime Boa WD （アディゼロ プライム ボア WD）」 

2014年12月5日より順次販売開始 

～ASHWORTH、「Kingston (キングストン)」にも Boa®搭載モデルが遂に登場！～ 
テーラーメイド ゴルフ株式会社(本社：東京都江東区/代表取締役会長兼社長：菱沼信夫)が展開する「アディダス ゴル

フ」ではこの度、ツアープロをはじめとする多くのゴルファーから高い支持を獲得している「Boa®クロージャーシステム」

をさらに進化させ、より簡単に微細な調整を可能にした「Boa®IP-1」ダイヤルを搭載した新製品「tour360 X Boa (ツアー 

360 X ボア)」と「adizero prime Boa (アディゼロ プライム ボア)」を追加ラインナップ、さらに「アシュワース」にも、遂に

「Boa®クロージャーシステム」搭載のソフトスパイクシューズ「Kingston Boa(キングストン ボア)」をラインナップし、 

12月 5日より順次販売を開始します。 

 
 
 
 
 
 
 

■「tour360 X Boa (ツアー 360 X ボア)」-12月 5日発売開始 

「アディダスゴルフ」シューズのロングセラーモデルである「360」シリーズの最新作

「tour360 X Boa」は、「Boa® IP-1」ダイヤルを搭載しながらも、シリーズ初の 300g台

を実現。新たに開発された「CenTraXion(セントラクション)」を中心とした 9クリーツボト

ムユニットは、適度な屈曲性と安定性をもたらし、TPU製3stripeとヒールカウンターが

足全体を包み込み快適なフィット感をもたらします。 
 

■「adizero prime Boa WD(アディゼロ プライム Boa WD)」-12月下旬発売予定 

アディダスゴルフのツアー用シューズとして最軽量を誇る「adizero」の第三世代となる

「adizero prime Boa WD」は、「Boa® IP-1」ダイヤルや低床構造に優れた「Stealth 

Talon Cleat®(ステルスタロンクリーツ)」などの最新テクノロジーを搭載、高い安定性と

グリップ力を融合しながら、片足 300g(25.5cm)の軽量を実現しました。 
 

■「Kingston Boa(キングストン ボア)」-ASHWORTH-12月 19日発売開始 

オーセンティックなデザインで人気のソフトスパイクシューズ「Kingston」に、アシュワ

ース初の「Boa®クロージャーシステム」搭載モデルとして「Kingston Boa」が登場。アッ

パーサドル部分には、足馴染みの良い天然レザーを採用、オーセンティックな雰囲気

のサドルデザインと、アウトソールにはカラーアクセントを施し現代風にアレンジ。見

た目の洗練された雰囲気はそのままに、より快適な足元を提供します。また、

OrthoLite® 社製のインソールを採用し、高いクッション性、通気性により一日中快適

な履き心地を提供します。 
 
「アディダスゴルフ」、「アシュワース」では、進化した「Boa®クロージャーシステム」搭載モデルをさらに拡充することで、
多くのゴルファーの足元を強固に支え、より快適なプレーに貢献します。 
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「Boa®クロージャーシステム」 

シュータン上部にあるダイヤルを回すだけでシューレースのかわりに簡単に着脱ができるシステ

ムです。最新ダイヤル「Boa® IP-1」は、ダイヤルを右に回すと締め付け、左に回すと緩み、ダ

イヤルを引き上げると全解放にすることが可能となり、ワンアクションでミリレベルのフィット感を

容易に調整できる高い操作性を実現しました。 

 



 
■Boa®クロージャーシステム～瞬時にミリレベルのフィット感を実現 
シュータンの中央に配置されたダイヤルを回すだけで、均等な締め付けが可能。時計回りに
ダイヤルを回すとシューレースが締まり、ダイヤルを引き上げると、瞬時に解放することがで
き、簡単な操作でより細かなフィット感の調整が可能となりました。 
 
■360WRAP (360ラップ)〜360度アーチサポートによる安定性 
足全体をしっかりと包み込むようにホールドするアッパー構造。 
優れた安定性を生みだし、ツアープロも求めるスイングの土台を形成します。 
 
 
■climaproof® (クライマプルーフ) 〜クールかつドライなシューズ内部 
高い防水性を実現するための複合技術。 
第 1層はシューズ内部の水分を表面に排出し、第 2層は防水皮膜で足全体を覆います。 
 
 
■FITFOAM® (フィットフォーム)～成型クッション素材 
ポリウレタン製カップインソールが、つま先からかかとまで足裏全体に 
高いフィット感とバランス性能、すぐれた快適性をもたらします。 
 
 
■Stealth Talon Cleat® (ステルスタロンクリーツ)～進化した低床構造クリ−ツ 
進化した低床構造クリーツが、地面との接地面積を広げ強固なグリップ力とクッション性を両立。  
パフォーマンスインサートシステム(PINS™)対応。 
 
 
■THINTECH CLEAT(シンテック クリーツ)～足下を地面へ近づけるクリーツシステム 
低床構造、目詰まりを軽減するデザイン、そしてより薄いアウトソールによって生まれた 
クリーツシステム。効率的な体重移動、安定性、バランス、フットワーク、ボールヒットを可能に 
します。PINS™対応。 
 
 
■CenTraXion(セントラクション)～ソール中央のクリ−ツ 
最新のデータ解析に基づき、シューズ中央部へ効果的に配置されたグリップ要素が、 
驚くべき牽引力と 10 クリーツに匹敵する高いグリップ力と安定性を実現しました。 
 
 
■SWING PLANE TRACTION(スイングプレーントラクション)～最適なトラクション配置 
かかとからつま先に渡ってより剛性を高められたエリアと最適なトラクション配置が、スイ
ング時のグリップ力と安定性を向上させます。 
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『tour360 X Boa』の主な特徴・ラインナップ 
 

価格 オープン

重量（片足） 380g (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 アッパー：人工皮革/合成樹脂　ボトム：合成樹脂/ラバー

tour360 X Boa



 
 
 
■Boa®クロージャーシステム～瞬時にミリレベルのフィット感を実現 
シュータンの中央に配置されたダイヤルを回すだけで、均等な締め付けが可能。時計回りに
ダイヤルを回すとシューレースが締まり、ダイヤルを引き上げると、瞬時に解放することがで
き、簡単な操作でより細かなフィット感の調整が可能となりました。 
 
 
■climaproof® (クライマプルーフ) 〜クールかつドライなシューズ内部 
高い防水性を実現するための複合技術。 
第 1層はシューズ内部の水分を表面に排出し、第 2層は防水皮膜で足全体を覆います。 
 
 
■SPRINTWEB™ (スプリントウェブ)〜さらなる強度と軽量化を実現 
シューズ内での足の安定性と一連のスイングサポートに大きく貢献。わずか0.6mm の軽
量 TPU テープが素材をシームレスに一体化させ、強度向上と軽量化を実現します。 
 
 
■Stealth Talon Cleat® (ステルスタロンクリーツ)～進化した低床構造クリ−ツ 
進化した低床構造クリーツが、地面との接地面積を広げ強固なグリップ力とクッション性を 
両立。 パフォーマンスインサートシステム(PINS™)対応。 
 
 
■THINTECH ®(シンテック)～フットワークと安定性が向上するアウトソールテクノロジー 
ゴルファーの足元をより地面に近づける低床構造。足裏からのフィーリングと安定性を 
もたらすことでスイング中のフットワークやバランスが向上、より確実なボールヒットが 
可能になりました。 
 
 
■TRAXION® (トラクション)～全天候型強靱グリップ 
副次的ラグを施したアウトソール設計。あらゆる地面状態においてスリップを軽減し、高い 
グリップ力が持続。グリーンの芝にもやさしい。 
 
 
■CenTraXion(セントラクション)～ソール中央のクリ−ツ 
最新のデータ解析に基づき、シューズ中央部へ効果的に配置されたグリップ要素が、 
驚くべき牽引力と 10 クリーツに匹敵する高いグリップ力と安定性を実現しました。 
 
 
■SWING PLANE TRACTION(スイングプレーントラクション)～最適なトラクション配置 
かかとからつま先に渡ってより剛性を高められたエリアと最適なトラクション配置が、スイ
ング時のグリップ力と安定性を向上させます。 
 
 
■SPRINTFRAME™(スプリントフレーム)～最も薄いアウトソール 
アディダスゴルフ史上最軽量のアウトソール。強度と復元力に優れた「Pebax®」を採用し、 
驚異的な軽さと低床構造がサポート力とグリップ力を高次元で実現します。 
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『adizero prime Boa WD』の主な特徴・ラインナップ 
 

価格 オープン
重量（片足） 300g (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 アッパー：人工皮革　ボトム：合成樹脂

adizero prime Boa WD



 
 
 
 
■Boa®クロージャーシステム～瞬時にミリレベルのフィット感を実現 
アッパーに配置されたダイヤルを回すだけで、均等な締め付けが可能。時計回りにダイヤル
を回すとシューレースが締まり、ダイヤルを引き上げると、瞬時に解放することができ、簡単
な操作でより細かなフィット感の調整が可能となりました。 
 
 
■OrthoLite®(オーソライト)～快適な履き心地を提供するインソール 
世界的なインソールブランド OrthoLite®社が展開するインソールは、ミクロのエアが柔ら
かなクッション性を発揮し、通気性や速乾性、防臭性も高く、軽量性も兼ね備えた素材。
耐久性・安定性においても高く評価されています。 
 
他、防水加工・ソフトスパイク社製・パルサー鋲(PINS対応) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【TaylorMade Golf Inc.,/ テーラーメイド ゴルフ株式会社について】 
TaylorMade Golf Inc.,(米国)は 1979年の創立以来、最高品質のゴルフ用品を提供する世界のゴルフシーンにおけるリーディングカン

パニーです。1998年にはアディダスグループの完全子会社となり、「アディダスゴルフ」ブランドのフットウェアおよびアパレルを中心とし

たラインナップも展開。2009年には「アシュワース」ブランドのアパレルを中心としたプロダクトを、そして 2012年からは「アダムスゴルフ」

のゴルフクラブを中心とした製品の展開を開始。日本では 1986年から事業を開始し、現在はテーラーメイド ゴルフ株式会社として 

「テーラーメイド」、「アディダスゴルフ」、「アシュワース」に加え、「アダムスゴルフ」ブランドを展開。ツアープロを始め、あらゆるゴルファ

ーのニーズに応える幅広い製品を提供し続けています。   

【アディダスグループについて】 
アディダスグループはスポーツ用品業界をリードする世界的な企業です。同グループが抱える「アディダス」、「リーボック」、そして 

「テーラーメイド」を中心に幅広い製品を通して消費者のニーズに基づいた戦略的かつ相互補完的な発展を目指しています。 

 ©TaylorMade、テーラーメイドロゴ、アディダス、adidasロゴ、および 3-Stripesマークは adidas Group の登録商標です 

 

『Kingston Boa』の主な特徴・ラインナップ 

ラインナップ 

 

ブラック/バーガンディ/ 
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カーキ/ライトカーキ/ 

カーマイン 

ホワイト/ホワイト/ 

クラシックブルー 

価格 本体価格 ￥18,500+税

重量（片足） 440g (25.5cm)

サイズ 24.5cm ～ 28.0cm , 29.0cm

素材 アッパー：天然皮革+合成皮革　ボトム：ラバー

Kingston Boa


