
	 

NIKE	 FOOTBALL	 TEAM	 BROCHURE	 2016 に関するお詫びと訂正	 

	 

この度、NIKE	 FOOTBALL	 TEAM	 BROCHURE2016 において、記載の一部に誤りがありました。	 

謹んでお詫び申し上げますとともに、以下の通り訂正させていただきます。	 

	 

対象カタログ：NIKE	 FOOTBALL	 TEAM	 BROCHURE	 2016	 

訂正内容：	 	 

■4 ページ	 	 

・4 ページに記載の商品は初回オーダーは 5枚、追加は 1枚よりお申し込みを承ります。	 

・ナイキ	 シェブロン	 カスタム	 ゲームトップは SLIM	 FIT タイプの商品となります。(S/S、L/S 共通)	 

・ナイキ	 シェブロン	 カスタムのカラーパレット名称	 

	 【誤】ジョージグリーン	 

	 【正】ゴージグリーン	 

	 

■5 ページ	 	 

・5 ページに記載の商品は、初回オーダーは 5枚、追加は 1枚よりお申し込みを承ります。	 

・ナイキ	 リブレット	 カスタム	 ゲームトップのサイズ表記	 (S/S、L/S 共通)	 

	 ナイキ	 リブレット	 カスタム	 ショートのサイズ表記	 

	 【誤】S/M/L/XL/XXL/3XL	 

	 【正】XS/S/M/L/XL/XXL/3XL	 

・BOYS ナイキ	 リブレット	 カスタム	 GK トップのサイズ表記	 

	 BOYS ナイキ	 リブレット	 カスタム	 GK ショートのサイズ表記	 

	 【誤】120/130/140/150/160	 

	 【正】130/140/150/160	 

・ナイキ	 カスタム	 サッカー	 ソックスの品番	 

【誤】836062	 

【正】418737	 

・BOYS	 ナイキ	 カスタム	 サッカー	 ソックスの品番	 

【誤】836063	 

【正】419082	 

	 

	 



■6ページ	 	 

・6 ページに記載の商品は、初回オーダーは 5枚、追加は 1枚よりお申し込みを承ります。	 

・ナイキ	 2010	 ゲーム	 ショートのサイズ表記	 

【誤】S/M/L/XL/XXL/3XL	 

【正】XS/S/M/L/XL/XXL/3XL	 

・ナイキ	 カスタム	 サッカー	 ソックスの品番	 

【誤】836062	 

【正】418737	 

・BOYS	 ナイキ	 カスタム	 サッカー	 ソックスの品番	 

【誤】836063	 

【正】419082	 

	 

■7 ページ	 	 

・ナイキ	 DRI-FIT	 フープドディビジョンⅡ	 S/S ジャージ 410 カラーは 2016 年 4 月から販売予定です。	 

・ナイキ	 DRI-FIT	 SASH	 S/S	 ジャージ	 657 カラー名称	 

【誤】ユニバーシティレッド/ミッドナイトネイビー/(ユニバーシティレッド)	 

【正】ユニバーシティレッド/ミッドナイトネイビー/(フットボールホワイト)	 

	 

■8 ページ	 	 

・ナイキ	 CHALLENGE	 S/S ジャージ	 

【誤】US サイズ	 

【正】US サイズではございません。	 

	 

■10 ページ	 	 

・ナイキ	 カスタム	 サッカー	 ソックスの品番	 

【誤】836062	 

【正】418737	 

・BOYS	 ナイキ	 カスタム	 サッカー	 ソックスの品番	 

【誤】836063	 

【正】419082	 

	 

	 

	 



■12 ページ	 

・ナイキ	 SQUAD	 カスタム	 カラーパレット内説明文	 

【誤】下記の中から本体色、掛け色、パイピング色をお選び頂けます。	 

【正】下記の中から本体色、掛け色をお選び頂けます。	 

	 

■13 ページ	 

・BOYS	 SQUAD15	 イグナイト	 L/S	 ミッドレイヤー	 トップサイズ表記	 

【誤】XS/S/M/L	 (U.S サイズ)	 

【正】130/140/150/160	 (U.S サイズ)	 

・SQUAD15	 イグナイト	 L/S	 ミッドレイヤーの BOYS 商品には親指を通すサムホールはありません。	 

・3 ナイキ	 STORM-FIT	 チーム	 SQUAD	 サイドライン	 レイン	 ジャケット	 カラー表記	 

【誤】ブラック/ホワイト/ブラック/(ユニバーシティレッド)	 

【正】ブラック/ホワイト/(ホワイト)	 

	 

■14 ページ	 

・ナイキプロ	 クール	 コンプレッション	 ショーツ	 スリーブ	 クルートップ	 

	 ナイキプロ	 クール	 コンプレッション	 ロングスリーブトップ	 クルートップ	 

	 ナイキプロ	 コンプレッション	 スリーブレス	 トップ	 

	 ナイキプロ	 クール	 コンプレッション	 タイツ	 

	 上記 4 商品の BOYS 商品は MENS 商品と商品デザインが異なります。	 

・ナイキプロ	 クール	 コンプレッション	 ショーツ	 スリーブ	 クルートップは COMPRESSION 商品です。	 

・ナイキプロ	 クール	 コンプレッション	 タイツのカラー名称	 

【誤】ブラック/ホワイト	 

【正】ブラック/(ホワイト)	 

	 

■15 ページ	 

・ナイキ	 トレーニング	 ビブスは	 

	 S/M サイズ(胸囲 88〜104cm)	 

	 	 L/XL サイズ(胸囲 104〜124cm)	 

	 の 2 サイズからお選び頂けます。	 

	 

	 

	 



■	 17 ページ	 

・ナイキ	 リブレット	 カスタム	 ゲームショート	 股下/総丈	 

【誤】71.0/45.0	 

【正】21.0/45.0	 

	 

	 

以上	 


