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2018 年 5 月 8 日 
アディダス ジャパン株式会社 

 
 

初マラソン挑戦者の新定番 

『SolarBOOST
ソ ー ラ ー ブ ー ス ト

』新登場 
2018年 5月 18日(金)より先行発売、6月 1日(金)より一般発売開始 

http://shop.adidas.jp/running/solar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マルチスポーツブランドのアディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役: ポール・ハーディスティ)は、

初マラソン挑戦者を完走へ導く新シリーズ「SolarBOOST (ソーラーブースト)」を、アディダス オンラインショップ

(http://shop.adidas.jp/running/solar)で 2018 年 5 月 18 日(金)より先行発売、全国のアディダス取り扱い店舗で 2018

年 6 月 1 日(金)より順次発売いたします。 

 

■フワリと包んで、ピタリと離さない、未体験フィット感。 

「SolarBOOST」はNASA(アメリカ航空宇宙局)の技術からインスパイアされた「テーラードファイバープレースメント」

テクノロジーが採用されており、データに基づき 1 ミリメートル単位で繊維を正確に縫い付けることで構築されたサイ

ドケージが搭載されています。足に心地よくフィットするアッパー素材や、軽量のヒール構造であるフィットカウンタ

ーを採用することで、優れた快適性、サポート性、そしてフワリと包んで、ピタリと離さない、未体験のフィット感を

ランナーに提供します。革新的なテクノロジーを搭載したこのシューズは、着用したランナーに確かな「自信」をもた

らします。「SolarBOOST」シリーズは、これから初めてランニングにチャレンジする全ての人々、そして、ランニン

グ大会に出場される方の最初の一足として手にとっていただきたい、エントリーランナー向けに開発されたファースト

マラソンシューズです。 

 

アディダスランニングカテゴリー シニアプロダクトマネージャー Chris Ekman は次のように述べています。 

『ランニングシューズを更に良いものにするために、これまでとは違った「挑戦」をしなければならないと感じていま

した。そこで、全てのランナーに軽さ、サポート性、快適性を提供するために、私たちは NASA(アメリカ航空宇宙局)

の技術からインスピレーションを得て、正確な製造技術である「テーラードファイバープレースメント」と出会ったの

です。私たちはこれをミッドソールの BOOST™フォーム、エナジーレールと組み合わせ最適化することで、アディダス

ランニング史上、最もテクニカルなシルエットを設計することができました。』 
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【製品特徴】 

今回 Solar シリーズとして登場するのは、『 SolarBOOST』『SolarGLIDE』

『SolarDRIVE』の 3 足です。Solar シリーズの構成要素は、すべてのパーツが独

自の目的を持つ「スペースシャトル」の構造のように、それぞれのテクノロジー

が特定のパフォーマンスを発揮するために設計されています。 

【SolarBOOST】 

ミッドソールに BOOST™フォームを 85%搭載し、強い反発力とクッション性を実

現。何重にもレイヤードされた特殊構造のテーラードファイバープレースメントや、アキレス腱の自由な動きとより良

いフィット感を実現するフィットカウンターなどの機能を備えている。 

【SolarGLIDE】 

BOOST™フォームやフィットカウンターに加え、アッパー素材にエンジニアードメッシュを採用。高いストレッチ性、

軽量性、通気性を兼ね備え快適な履き心地を実現。 

【SolarDRIVE】 

軽量構造のシュータンやアッパーに採用されているエンジニアメッシュが優れた履き心地・フィット感をもたらす。 

アウトソールに使用されたストレッチウェブは、スムーズな体重移動を可能にしてくれる。 

 

【各部の名称及び詳細】 

■SolarBOOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■SolarGLIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■SolarDRIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーラードファイバープレースメント 

Aramis(アラミス)分析データを使用し、何重にも

レイヤードされた革新的な特殊構造のケージが

未体験のフィット感を提供。 

BOOST™フォーム 

ミッドソールに 85%の BOOST™フォームを使

用。衝撃吸収性と反発力に優れたミッドソール

が走り始めからエネルギーを発揮。 

シュータン 

軽量構造のシュータンが優れたフィット

感と履き心地を実現。 

フィットカウンター 

アキレス腱の自由な動きと、より良いフ

ィット感を実現するように設計された軽

量のヒール構造。 

 

エンジニアードメッシュ 

柔軟性、通気性に優れたメッシュ素材。サポ

ートが必要な部位を的確にフォローし、未体

験のフィット感を提供。 

フィットカウンター 

アキレス腱の自由な動きと、より良いフ

ィット感を実現するように設計された軽

量のヒール構造。 

BOOST™フォーム 

ミッドソールに 85%の BOOST™フォームを使

用。衝撃吸収性と反発力に優れたミッドソール

が走り始めからエネルギーを発揮。 

エンジニアードメッシュ 

柔軟性、通気性に優れたメッシュ素材。 

サポートが必要な部位を的確にフォローし、未

体験のフィット感を提供。 

BOOST™フォーム 

ミッドソールに 85%の BOOST™フォームを

使用。衝撃吸収性と反発力に優れたミッド

ソールが走り始めからエネルギーを発揮。 

 



【商品情報】 

●商 品 名:   SolarBOOST (ソーラーブースト)シリーズ 

       SolarBOOST／SolarGLIDE／SolarDRIVE 

●U R L:   http://shop.adidas.jp/running/solar 

●サ イ ズ 展 開:   SolarBOOST  メンズ：22cm~33cm ／ ウィメンズ 22cm～29cm 

SolarGLIDE  メンズ：24.5cm~33cm ／ ウィメンズ 22cm～26cm 

SolarDRIVE  メンズ：22~32cm ／ ウィメンズ 22cm～26cm 

●片 足 重 量:   SolarBOOST約 305g(27cm) ／SolarGLIDE 約 306g(27cm)／SolarDRIVE 約 318g(27cm) 

●発 売 日:   2018 年 5 月 18 日(金)10:00 より、アディダス オンラインショップにて先行発売 ※SolarBOOST のみ 

2018 年 6 月 1 日(金)より、アディダス直営店ほか全国のアディダス取り扱い店舗にて発売 

●自 店 販 売 価 格:   SolarBOOST ￥17,000(税別)／SolarGLIDE ￥13,000(税別)／SolarDRIVE ￥11,000(税別) 

●取 扱 い 店 舗:   アディダス オンラインショップ(https://shop.adidas.jp/running/) 

全国のアディダス直営店、全国のアディダス取り扱い店舗 

 

【商品イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■SolarBOOST 

■SolarGLIDE 

■SolarDRIVE 

AC8139 リアルライラック/ミステリーインク/クリアオレンジ AC8133 ロースティール/ロースティール/ハイレゾアクア 

CQ3168 コアブラック/グレー /ハイレゾアクア BB6602 ミステリーインク/クリアミント/リアルライラック 

AQ0335 カーボン/グレースリー/リアルマゼンタ 

AQ0334 ミステリーインク/リアルライラック/クリアオレンジ 

AQ0333 カレッジロイヤル/レジェンドインク/ショックイエロー 

AQ0332 レジェンドインク/ランニングホワイト/ハイレゾアクア  
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■『Runtastic Premium Membership』をアディダス オンラインショップで数量限定プレゼント！ 

   SolarBOOST の発売を記念して、挑戦する大会の距離にあわせたトレーニングプランをアプ 

   リでアドバイスしてくれる有料コンテンツが使い放題となる『Runtastic Premium  

   Membership』をプレゼントいたします。(2018 年 5 月 18 日(金)10:00 より、先着 350 名限定 

   で、右記 HP より DL が可能となります。http://shop.adidas.jp/running/solar) 

その他、初マラソン挑戦者に向けた、シューズ・ウェアの選び方、おすすめコーディネートを

公開中です。(https://www.runtastic.com/ja/premium-membership/) 

 

 

ご参考：Runtastic とは 

Runtasticは 2009年に 4人のオーストリア人によるベンチャー企業として設立されました。その後、フィットネス関連アプリ、 

サービス、製品開発を通し、運動や健康管理を数値で可視化することで、総合的なヘルスケアマネージメントをサポートする 

企業として急成長。2015 年 8月より、adidas(アディダス)グループ傘下に入りました。2018 年 4 月時点での世界累計アプリ 

ダウンロード数は、2 億 4,300万回を突破。社名を冠した『Runtastic』は、スマートフォンに搭載されている GPS 位置情報機 

能を利用して、ウォーキングやランニング、サイクリングなど有酸素運動における距離とルート、スピード、ペース、時間、 

心拍数や消費カロリーをリアルタイム計測・記録するアプリです。記録はアプリ内だけでなく、サイト Runtastic.com に保存 

され、記録の詳細や統計、分析データをいつでも確認することができます。 

 

 

©2018 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bars logo and the 3-Stripes mark are trademarks of the adidas Group. 

 

＜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 (土日祝除く、9:30～18:00) 
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