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new balance Football 

‘Game on’ or ‘Game over’ 

攻撃的なマインドを持つ選手のために。 

生まれ変わった【FURON】と新色【VISARO】が登場。 

 
 

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、バ

ージョンアップした最新作の「FURON（フューロン）」と「VISARO(ビザロ)」の新色を発表いたします。  

 

■「FURON（フューロン）」 

昨年登場した「FURON」はバレンシア CFのアルバロ・ネグレド（Álvaro Negredo）選手、マンチェスター・

シティ FCのヘスス・ナバス（Jesús Navas）選手、杭州緑城足球倶楽部のティム・ケーヒル（Tim Cahill）

選手らが着用し注目を浴びたモデルです。この春「FURON」は、常にチャンスに飢えていてプレッシャーに

も負けない、一回のチャンスを逃さず掴み、そのまま試合を決めてしまうような選手のためにバージョン

アップ。もし「FURON」を履いた選手の前にボールが転がってきたら、それは相手にとって‘Game over’

となるでしょう。 

 

新しく生まれ変わった「FURON」は陸上用のスパイクからインスパイアされたアッパーデザインを採用して

います。履き心地のクオリティをさらに向上し、足の回転をスムースにしスピードにのりやすく、ボール

コントロールの精度を高めることを目指して設計されました。鮮やかな紅色のハイブリッドメッシュ素材

をアッパー部分に採用することにより、耐久性を確保したまま今までに体感した事のない最高のフィット

感と履き心地を提供します。 

 

この「FURON」は 5月 15日に行われるイギリス国内リーグ最終節と同日に行われるスペイン国内リーグ最

終節で初めてピッチに登場する予定です。そして夏にフランスで行われる国際大会でも活躍するでしょう。 

 

http://www.newbalance.co.jp/


 

 

「FURON」を着用しているアルバロ・ネグレド（Álvaro Negredo）選手は「新しい FURONをとても気に入っ

ています。ニューバランスの開発チームはオリジナルバージョンの良さを残しつつ、選手からのリクエス

トを取り入れ、素晴らしいアップデートを行いました。非常に軽量で履き心地も良く、走り出しや急なス

トップの動作にも快適にサポートしてくれます。なにより見た目がかっこいいですしね」と語っています。 

 

■「VISARO(ビザロ)」 

昨年の発売以来、御好評いただいている「VISARO」に待望の新色が登場します。 

「VISARO」の新色はアーロン・ラムジー（Aaron Ramsey）選手、サミル・ナスリ（Samir Nasri）選手、マ

ルアンヌ・フェライーニ（Marouane Fellaini）選手などが着用します。「VISARO」を着用している選手の

役割は１つ。それはチャンスを作り出すことです。相手が誰であろうが、どんな試合展開であろうが、や

ることは同じです。相手ディフェンスに対して常にチャンスを作り続け、そしてホイッスルが鳴ったとき、

全てが始まります。‘Game on’  

 

 

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、

「我々はプロ契約選手の協力を得て一緒に FURONを再開発しました。そして素晴らしい商品が完成しうれ

しく思っています。アッパー部分にはハイブリットのメッシュ素材を採用し、シューレースはセンター部

分に配置したことにより、選手たちから好評である。陸上用のスパイクを彷彿させるような現代的なデザ

インも新鮮です。ニューバージョンの『FURON』と『VISARO』がこの夏フランスで行われる国際大会で活躍

してくれる事を期待しています」と語りました。 

 

 

ニューバージョンの FURONと VISAROのニューカラーは現在予約受付中です。 

http://shop.newbalance.jp/nb-football_16fw_1.html 
 

 

■商品情報 

【FURON】 

商品名：FURON PRO FG 

モデル No.：MSFURFCG 

カラー：CHERRY/GALAXY 

サイズ：24.5～29.0cm  

WIDTH ：D/2E 

価格：21,000円+税 

発売予定日：6月 7日 

 

商品名：FURON PRO SG 

モデル No.：MSFURSCG 

カラー：CHERRY/GALAXY 

サイズ：24.5～29.0cm 

WIDTH ：2E 

価格：22,000円+税 

発売予定日：6月 7日 

 

 

 

 

http://shop.newbalance.jp/nb-football_16fw_1.html


 

 

商品名：FURON DISPATCH TF 

モデル No.：MSFUDTCG 

カラー：CHERRY/GALAXY 

サイズ：24.0～29.0cm 

WIDTH ：2E 

価格：7,900円+税 

発売予定日：6月 7日 

 

【VISARO】 

商品名：VISARO PRO HG 

モデル No.：MSVROHGC 

カラー： GALAXY/ CHERRY 

サイズ：24.0～30.0cm 

WIDTH ：D/2E 

価格：18,000円+税 

発売予定日：6月 7日 

 

商品名：VISARO MID HG 

モデル No.：MSVRLHGC 

カラー： GALAXY/ CHERRY 

サイズ：24.0～30.0cm 

WIDTH ：2E 

価格：13,000円+税 

発売予定日：6月 7日 

 

商品名：VISARO CONTROL HG 

モデル No.：MSVRCHGC 

カラー： GALAXY/ CHERRY 

サイズ：24.0～30.0cm 

WIDTH ：2E  

価格：9,000円+税 

発売予定日：6月 7日 

 

商品名：VISARO PRO FG 

モデル No.：MSVROFGC 

カラー： GALAXY/ CHERRY 

サイズ：24.5～29.0cm  

WIDTH ：D/2E 

価格：19,000円+税 

発売予定日：6月 7日 

 

商品名：VISARO PRO SG 

モデル No.：MSVROSGC 

カラー： GALAXY/ CHERRY 

サイズ：24.5～29.0cm 

WIDTH ：2E 

価格：20,000円+税 



 

 

発売予定日：6月 7日 

 

商品名：VISARO CONTROL TF 

モデル No.：MSVRCTGC 

カラー： GALAXY/ CHERRY 

サイズ：24.0～29.0cm 

WIDTH ：2E 

価格：7,900円+税 

発売予定日：6月 7日 

 

 

■ジュニア商品情報 

【FURON】 

商品名：Jr. FURON DISPATCH TF 

モデル No.：JSFUDTCG 

カラー：CHERRY/GALAXY 

サイズ：20.0～24.0cm 

価格：6,300円+税 

発売予定日：6月 7日 

 

【VISARO】 

商品名：Jr. VISARO CONTROL HG 

モデル No.：JSVRCHGC 

カラー：GALAXY/ CHERRY 

サイズ：20.0～24.0cm 

価格：6,800円+税 

発売予定日：6月 7日 

 

商品名：Jr. VISARO CONTROL TF 

モデル No.：JSVRCTGC 

カラー：GALAXY/ CHERRY 

サイズ：20.0～24.0cm 

価格：6,300円+税 

発売予定日：6月 7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 

 

http://shop.newbalance.jp/
https://twitter.com/NBFootball_JP
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# 

 

 

 

 
 株式会社ニューバランス ジャパン 
【報道関係者】 マーケティング部 ブランドマーケティングチーム （直通） TEL： 03-5577-2312  
【一般のお客様】 お客様相談室 0120-85-0997  
 

http://www.newbalance.co.jp/
http://www.facebook.com/newbalance.jp
https://twitter.com/newbalance_jp
http://instagram.com/new_balance_japan

