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 World’s Most Expensive Sneakers Will Order Your Pizza 

 

impose   課す、強いる 

hiatus   中断 

via   通して 

enlist   賛同を得る 

promotion  宣伝 

《Vocabulary and Phrase》 

今年マーチマッドネスが戻ってくる/ 2020年にパンデミックにより中止を強いられたのちに

// その結果バスケファン、スニーカーファン、ピザファンそしてだれもが/ すこし余計に興奮

している// どのくらい夢中になっているか？// ピザハットにサポートされる 220万ドルの

バスケシューズを検討するほどである/ それはスタイリッシュで気分が高まる/ だけでなく

実際に着用者が携帯をとおしてピザを注文することを可能にする// ピザハットパイトップ

ス（スニーカー）は 2018年に発売された/ ピザハットによるマーチマッドネスのプロモー

ションの一環として// ピザハットは有名なシューサージェンというブランドのドミニク・シャン

ブロンの賛同を得た/ およそ 50足限定エディションのカスタムスニーカーをデザインするこ

とに// 2018年のマーチマッドネスバスケットボール大会期間中/ ピザハットパイトップス

を履いた人たちは/ 靴のタンの内側のボタンを押すことができた/ それは観戦中の試合

を一時停止し/ 他方の靴のボタンを押し好きなピザハットのピザを注文でき/ そして試

合を再開できた// 不可能だって？もちろんそんなことはない// そのスニーカーは二種類

の色が入手できた/ 真っ赤か小麦色に赤のハイライトが入ったものか// ゴッドリーソール

ズは新品で箱付きの未着用品を売り出している/ 小麦色のピザハットパイトップス２の

メンズ 11 のサイズで/ それは 220万ドルであなたのものになり世界で最も高いスニーカ

ーの所有権を主張できる// 

March Madness returns this year,/ after a pandemic-imposed 

hiatus in 2020.// As a result, basketball fans, sneaker fans, pizza 

fans, and anyone else/ might be feeling a little extra crazy.// How 

crazy?// Enough to consider a 2.2-million-dollar basketball shoe 

supported by Pizza Hut/ that not only looks stylish and feels great,/ 

but actually helps the wearer order pizza via cellphone.// The Pizza 

Hut Pie Tops hit the market in 2018/ as part of a March Madness 

promotion from Pizza Hut.// The company enlisted renowned 

"Shoe Surgeon" Dominic Chambrone/ to design approximately 50 

pairs of a very limited-edition custom sneaker.// During the 2018 

March Madness basketball tournament,/ the few individuals wearing 

the Pizza Hut Pie Tops/ could press one button inside the tongue of 

one shoe/ that would pause the game they were watching,/ press a 

button on the other shoe to order their favorite Pizza Hut pizza,/ 

and then resume the game.// Impossible? Apparently not.// The 

shoes were made available in two color schemes,/ all red or wheat 

brown with red highlights.// Godly Soles is offering a new, in-the-

box, unworn pair/ of the wheat Pizza Hut Pie Top IIs in a men's size 

11.// They can be yours for $2.2 million dollars,/ and you can claim 

ownership of the most expensive sneakers in the world.// 

 

 

《Linking Logic》 

ex.)  

anyone else 

renowned  有名な 

resume   再開する 

approximately  おおよそ 

available  購入できる 

scheme   配色 
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