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new balance Football
‘Made for Liverpool’のスローガンと共に
リバプール FC 2016/17 のホームユニフォームを発表

株式会社ニューバランス ジャパン（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 冨田 智夫）は、サ
プライヤー契約クラブである
「リバプール FC」
の 2016/17 年シーズンの新ユニフォームを発表いたします。
■リバプール FC 2016/17
‘Made for Liverpool’のスローガンと共にローンチする 2016/17 年シーズンのユニフォームは、
“リバプ
ール FC のファンでいる事はどういう意味があるのか”の答えが全て詰まっています。全てのユニフォーム
（ホーム、アウェイ、サード）には、過去の選手たちがクラブやサポーターたちへの想いを語った言葉が
印字されています。ホームユニフォームにはクラブキャプテンの有名な言葉“There’s no noise like the
Anfield noise”「アンフィールドほどの熱狂は他には存在しない」が印字されており、リバプール FC の
本拠地であるアンフィールドの素晴らしい雰囲気を物語っています。
ニューバランス・フットボール ジェネラルマネージャーのリチャード・ライト（Richard Wright）は、
「このユニフォームを製作するにあたり開発チームは、選手たちが快適に最高のパフォーマンスを発揮で
きるように、過去のさまざまな Football に関するデータや、体の動きのデータを分析しました。シームレ
ス構造で、吸汗速乾性に優れた『NB DRY』採用しており、選手が必要とする機能は全て搭載していると言
えるでしょう」と語っています。
ユニフォームの胸部分には横縞模様のメッシュ素材を用いており、脇下は別パターンのメッシュ素材

を使用し従来の素材より摩擦を軽減し快適に着用できる構造となっています。短い襟に、柔らかい素材の
ボタン、そしてアクセントとしてアンバーイエロー（黄色）を採用しスタイリッシュな仕上がりとなって
おり、首後部分には 1989 年に起きた‘ヒルズボロの悲劇’を忘れないという想いと共に 96 のエンブレム
を施しております。赤色のパンツには黄色のチームロゴに白い背番号、そして赤色のソックスには黄色の
L.F.C.の文字が施されております。
リバプール FC のユルゲン・クロップ（Jürgen Klopp）監督は新しいユニフォームを非常に気に入っており
「このチームは既に勝者のメンタリティーが備わっています。そしてこの素晴らしいユニフォームを選手
たちが着用することにより、更にアンフィールドをエキサイティングなスタジアムとして魅せてくれるで
しょう」と語っています。

■リバプール FC レプリカユニフォームを以下の通り発売いたします。先行予約受付中です。
http://shop.newbalance.jp/products/list284.html?_ga=1.122598600.211209782.1453050475
【2016/17 リバプール FC ホーム SS レプリカユニフォーム】
（半袖）
商品名：2016/17 リバプール FC ホーム SS レプリカユニフォーム
モデル No.：MT630001
カラー：HRD
サイズ：M,L,XL,2XL（日本サイズ）
価格：9,600 円+税
発売予定日：5 月 20 日
【2016/17 リバプール FC ホーム LS レプリカユニフォーム】
（長袖）
商品名：2016/17 リバプール FC ホーム LS レプリカユニフォーム
モデル No.：MT630002
カラー：HRD
サイズ：M,L,XL,2XL（日本サイズ）
価格：10,600 円+税
発売予定日：5 月 20 日
【2016/17 リバプール FC ホーム レプリカショーツ】
商品名：2016/17 リバプール FC ホーム レプリカショーツ
モデル No.：MS630001
カラー：HRD
サイズ：M,L,XL,2XL（日本サイズ）
価格：5,300 円+税
発売予定日：5 月 20 日

【2016/17 リバプール FC ホーム レプリカソックス】
商品名：2016/17 リバプール FC ホーム レプリカソックス
モデル No.：MA630001
カラー：HRD
サイズ：M 26-28cm（日本サイズ）
価格：2,000 円+税
発売予定日：5 月 26 日
■ジュニア製品情報
【2016/17 リバプール FC ホーム ジュニア SS レプリカユニフォーム】
（半袖）
商品名：2016/17 リバプール FC ホーム ジュニア SS レプリカユニフォーム
モデル No.：JT630001
カラー：HRD
サイズ：SB,MB,LB,XLB（日本サイズ）
価格：7,900 円+税
発売予定日：5 月 20 日
【2016/17 リバプール FC ホーム ジュニア レプリカショーツ】
商品名：2016/17 リバプール FC ホーム ジュニア レプリカショーツ
モデル No.：JS630001
カラー：HRD
サイズ：SB,MB,LB,XLB（日本サイズ）
価格：4,300 円+税
発売予定日：5 月 20 日
【2016/17 リバプール FC ホーム ジュニア レプリカソックス】
商品名：2016/17 リバプール FC ホーム ジュニア レプリカソックス
モデル No.：JA630001
カラー：HRD
サイズ：M 21-24cm（日本サイズ）
価格：1,800 円+税
発売予定日：5 月 26 日

▼ Shop new balance
URL：http://shop.newbalance.jp/
▼ ニューバランス フットボール ジャパン公式 Twitter
アカウント名：NBFootball_JP
URL：https://twitter.com/NBFootball_JP
▼ ニューバランス ジャパン フットボール WEB サイト
URL： http://www.newbalance.co.jp/football

【ニューバランスについて】マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、
「責任あるリ
ーダーシップを明確に示し、アスリートが誇りを持って身に付け、社員が誇りを持って世に送り、コミュ
ニティが誇りを持って受け入れることのできる、グローバルブランドの確立」を企業のミッションとして
掲げています。1906 年にアーチサポートイン ソールや偏平足などを治す矯正靴のメーカーとして誕生し
たニューバランスは、アスレチックブランドのリーディングカンパニーとして現在ランニングをはじめ、
ライフスタイル、テニス、ベースボール、フットボールのためのフットウェアとアパレルを展開しており
ます。ニューバランスの詳細については、http://www.newbalance.co.jp/ をご覧ください。
▼ ニューバランス ジャパン公式 Facebook ページ
新製品やイベントなどの最新情報を配信しております。
URL： http://www.facebook.com/newbalance.jp
▼ ニューバランス ジャパン公式 Twitter アカウント
ニューバランス ジャパンの公式 Twitter アカウント @newbalance_jp より新製品やイベントなどの最新
情報を配信しております。
URL： https://twitter.com/newbalance_jp
▼ ニューバランス ジャパン公式 Instagram
URL： http://instagram.com/new_balance_japan#
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