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“ロシア”から着想を得た「OTRUSKA PACK」
新作「TEKELA」含むフットボールスパイク・ライフスタイルシューズを発売

ニューバランス フットボールは、
“ロシア”からインスピレーションを受けた「OTRUSKA PACK(オトゥルスカ パ
ック)」 を 5 月 11 日（金）より発売致します。アップグレードした「FURON (フューロン)4.0」に加えて、新
しく登場する「TEKELA（テケラ）
」というフットボールスパイク 2 モデル、さらにオフピッチで活躍するライフ
スタイルシューズ「574S」と「FRESH FOAM CRUZ（フレッシュフォームクルーズ）
」
、
「247（トゥーフォーセブン）
」
の 3 モデルが登場。2018 年、フットボールの一大イベントが開催されるロシアをイメージしたホワイトとレッ
ドを組み合わせたカラーリングが特徴の「OTRUSKA PACK」をピッチ内外でお楽しみください。
http://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-otruska
＜OTRUSKA とは＞
「OTRUSKA（オトゥルスカ）
」とは、ギリシャ神話に登場する二つの犬頭を持つ神獣「ORTHRUS(オルトロス)」を
語源にした造語。今回登場する 5 モデルに、
「素早さ」を表す攻撃的な神獣オルトロスを重ね、
「OTRUSKA PACK」
と命名しました。
■ニューバランスのスパイク テクノロジーの特徴
＜ニューバランスが開発したフットボール専用ラスト“New Football Last ”＞
従来のラストから、よりフットボールに適正化させることでスパイクへの足入れが改善。前足部の親指部分を
削ることでセンターへ絞りながらも指先にゆとりを持たせるようなつま先形状に仕上げています。更に、ボー
ルを蹴る際の足抜けをスムーズに行うためにトゥースプリングを下げ、トゥーボックスを広く設計しています。
＜ボトム幅を広めに変更＞
横アーチを有効に活用し、ジャンプ力と蹴り出し力を向上。指の自由度を高く保ち、指一本一本が使えるよう
に変更することで踏ん張りが効く構造を採用。
＜ウィズサイジング＞
同一モデルでもウィズを D/2E で展開しているため、プレーヤーの足に最高のフィット感を提供。
■「TEKELA(テケラ)」
今回初めて登場するニューモデル「TEKELA」は、スピードとコントロール性を発揮しゲームの結果に変化をも
たらす選手のためのモデルです。

＜高いコントロール性を実現するアッパー素材＞
高品質マイクロファイバーを全体に使用したアッパーには、減速時切り替えする際に掛かる足へのストレスの
方向性に合わせ Kinetic Stich と Embroidery Band を施すことで、足のブレを軽減させ瞬間的なプレーでも安
定感を発揮、コントロール性とフィット感を提供します。
＜フィット感を向上させた履き口＞
履き口は伸縮性に優れたメッシュ素材とフォームパッドを使用したブーティー構造であり、内側にはラバープ
リントを施すことで更なるフィット感を実現。
＜クッション性、軽量性に優れた ORTHOLITE ®インソール＞
インソールはクッション性、軽量性に優れた ORTHOLITE ®を採用したカップインサート形状であり、裏面には足
のズレや滑りを防ぐ溝加工に。
＜安定性のあるアウトソール＞
アウトソールには丸スタッドを採用し、あらゆる動きをスムーズに行うことを可能にします。中足部の剛性を
高めることで安定性を向上させプレー中の故障を軽減。耐久性の高い TPU をソールプレートに使用し、ソール
内部には剛性の高いナイロン材を使用。ソールの安定性・安全性スタッドの貫通力を確保しています。
商品名：MSTPHWF1
アウトソール： HG
サイズ： D,2E/23.0～30.0cm
価格：18,500 円＋税
発売日：5 月 11 日（金）
■「FURON(フューロン)4.0」
「FURON(フューロン)4.0」は高い技術を持ち、圧倒的な加速力と正確なシュートで試合を決定付けるような、
攻撃意識の高い選手のためのモデルです。
＜ダイレクトなボールタッチを実現するアッパー素材＞
メッシュで TPU を挟み込んだ軽量 Fantom Fit Frame 構造を採用、アッパー表面には Hidraskin PU を使用しダ
イレクトなボールタッチと高いコントロール性を発揮します。
＜陸上用スパイクからインスパイアされた履き口＞
履き口は陸上用スパイクからインスパイアされており、履き口の高さを低くする事で、足首の可動域を最大限
に確保。足の回転をよりスムーズにしてくれます。タン部分はストレッチ素材を使用したブーティー構造を採
用。
＜クッション性、軽量性に優れた ORTHOLITE ®インソール＞
インソールはクッション性、軽量性に優れた ORTHOLITE ®を採用したカップインサート形状であり、裏面には足
のズレや滑りを防ぐ溝加工に。
＜軽さと耐久性を実現したアウトソール＞
アウトソールに三角スタッドを前面に全面に採用し、グリップ力を高め、蹴り出し時の加速をサポート。
中足部の剛性を高め、安定感を高めることによりプレー中の故障を軽減します。さらにナイロン+TPU を使用す
ることにより軽さと耐久性を実現。

商品名：MSFPHWF4
アウトソール：HG
サイズ： D,2E/23.0～30.0cm
価格：18,500 円＋税
発売日：5 月 11 日（金）
■「FRESH FOAM CRUZ M/W（フレッシュフォーム クルーズ）
」
優れた軽量性と反発弾性で、
快適な履き心地を提供する FRESH FOAM を搭載し、
快適な履き心地を誇る
「FRESH FOAM
CRUZ」
。スリッポン構造により容易な着脱を実現しながら、ループを備えたストレッチヒールはランニングにも
対応できます。中足部のサドルがしっかりとフィット感を提供しながらも、レースやトレーニングのビフォー
アフターや日常使いにもフレキシブルに活躍します。
商品名：MCRUZRW2(メンズ用)
サイズ： D/25.0～29.0cm
価格：9,000 円＋税
発売日：5 月 11 日（金）
商品名： WCRUZRW2（ウィメンズ用）
サイズ： B/22.0～25.5cm
価格：9,000 円＋税
発売日：5 月 11 日（金）
販売店舗：ニューバランス公式オンラインショップ、ニューバランス原宿、ニューバランス銀座、
ニューバランスお台場、ニューバランス新宿小田急ハルク、ニューバランス札幌、
ニューバランス大阪、ニューバランスグランフロント大阪、ニューバランス京都藤井大丸
■「574S」
「574S」(=574Sport)とはニューバランスのアイコンモデルである“574”を、よりスポーティーにモダナイズ
したシューズ。
“574”が持つクラシックなデザイン、オフロードランニングのシルエットをベースに、クッシ
ョン性と軽量性を併せ持つパフォーマンスミッドソールプラットフォーム“FRESH FOAM（フレッシュフォーム）
”
を採用しており、快適な履き心地を誇ります。
商品名：MS574DFP
サイズ：D/ 22.0～29.0,30.0cm
価格：12,800 円＋税
発売日：5 月 11 日（金）
販売店舗：ニューバランス公式オンラインショップ、ニューバランス原宿
■「247」
ニューバランスの新定番として人気を集めるモデル「247（トゥーフォーセブン）
」
。
「24 時間、7 日間」をコン
セプトに、日々進化を続ける人々の“進化する毎日”を快適にサポートするため、ニューバランスの誇る伝統
的なクラフトマンシップとクオリティを現代のシルエットに融合して作られたモデルです。
商品名：MRL247DE
サイズ：D/ 22.0～29.0,30.0cm
価格：13,800 円＋税 発売日：5 月 11 日（金）
販売店舗：ニューバランス公式オンラインショップ、ニューバランス原宿

■コメント
【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ケニー・マッカラーム（Kenny McCallum）
】
みなさまに「OTRUSKA PACK」をお披露目でき、大変嬉しく思います。ゲームをコントロールするための「TEKELA」
、
試合を決定付けるための「FURON4.0」という 2 モデルは、ピッチで飽くなき向上心を持ち続ける選手のために
作られています。清潔な白と炎のカラーリングが特徴の「OTRUSKA PACK」は、スパイクと同時に「FRESH FOAM CRUZ」
と「574S」
、
「247」でオフピッチのスタイルも提案します。
▼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://shop.newbalance.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
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 @newbalance_jp
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#
▼ ニューバランス公式オンラインショップ
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 @NBFootball_JP
URL：https://twitter.com/NBFootball_JP
▼ ニューバランス フットボール ジャパン公式 Facebook ページ
URL：https://www.facebook.com/nbfootballjpofficial/
お問い合わせ先
【メディア関係者】
ニューバランス ジャパン マーケティング部 ブランドマーケティング
JP_Brand_Marketing@newbalance.com
【一般のお客様】 ニューバランス ジャパンお客様相談室 0120-85-0997

