
アディダスでは、「adidas by Stella McCartney」の 2014 年春夏コレ

クションを発売いたしました。

今シーズンのコレクションは、ビビッドなカラーとレトロなライン、

そして大胆なプリントが特徴。

スタジオシリーズは、ステラのチームスピリットを表現するロゴをあ

しらった、カレッジスタイルのスウェットシャツやタンクトップが登

場。また、新しいメッシュ素材を使用したボンバージャケットには、

スポーツがもたらすパワーを象徴するツートンカラーを配し、華やか

さをプラスしています。

ランニングシリーズは、斬新な総柄プリントや大胆なカラーブロッキ

ングを使用することで印象的なスタイルを実現。「CLIMACHILL」をは

じめとする、ランナーを快適にサポートするためのテクノロジーも豊

富に搭載し、機能性をも高めています。

ヨガ、スイム、ウィークエンダー、そしてテニスの「adidas by Stella 

McCartney barricade」のシリーズも新作をラインナップ。あわせて

各シリーズと美しく調和する、機能性に優れたフットウェアも展開し

ています。

フェミニンなラインと上質な素材、そして豊かな色彩で、洗練された

スタイルと高い機能性を追求した「adidas by Stella McCartney」の

2014 春夏コレクションは、2014 年 1 月より順次発売中です。
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「２０１４春夏コレクションは、都会の風景や建物に切り取られた空の

色、そしてスカイラインのシルエットから発想を得ています。コント

ラストを強くし、ランニングのシリーズにはグラフィックを、スタジ

オのシリーズにはレトロでクールなニュアンスを取り入れています。

今シーズンは、オーガニックコットン・リサイクルした糸・ドライダ

イを採用するだけでなく、製造過程で生じる廃棄物の削減にも力を注

ぎ、地球にやさしいという要素を可能な限り取り入れることができた

のも大きな喜びです」

ステラ・マッカートニー

ビビッドなカラーとレトロなライン、大胆なプリントで
彩られた最新コレクション登場



RUN

RUN PRINT JACKET

\28,000（税抜）
全面のグラフィックが印象的なランニング
ジャケット。サイドに W ポケットを搭載。
サイズ / XS, M, OT
F51198 / ホワイト × ノーブルインク S10

2014 年 春 夏 の「adidas by Stella McCartney」
に新たに加わったシリーズが、地球にやさしい

「Low Waste」。
「Low Waste」は、高度な裁断技術により生地の
約 95％を製品に使用するとともに、残りの 5％も
再利用されるため、廃棄される生地がほとんど出
ないことが特徴。パフォーマンスとスタイルを追
求しながら、環境にも配慮した「Low Waste」が、
女性アスリートにより充実したライフスタイルを
もたらします。
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報道関係者からのお問い合わせ先
アディダス ジャパン広報事務局（ブルーカレント・ジャパン株式会社内）担当：藤田　Tel：03-6204-4173　Fax：03-6204-4142　E-mail：adidas@bluecurrentpr.com

※画像はこちらからもダウンロード可能です。 http://news.adidas.com/JP

一般のお客様からのお問い合わせ先
アディダスグループお客様窓口　Tel：0120-810-654 （土日祝除く、9:30～18:00）

製品情報： http://adidas.jp/stellamccartney
公式ONLINE SHOP : http://shop.adidas.jp/stella

※ 価格の表記は自店販売価格となります。

©2014 adidas Japan K.K. adidas and the 3-Stripes mark are trademarks of the adidas Group.

STUDIO

STUDIO REVERSIBLE TANK

\12,000（税抜）
メッシュ素材のリバーシブルタンク。
プリントロゴが特徴的。
サイズ / XS, M, OT
F51308 / サケ × ブライトコーラル F12
※2 月発売予定

STELLA STUDIO

\18,000（税抜）
前足部のフレキシビリティーとアッ
パーのメッシュが特徴なシューズ。
サイズ / 22.0 ～ 25.0cm
F32651 / ボーン × チタングレー
× ワンダーグロー F10
※３月発売予定

STUDIO 3/4 TIGHT

\10,000（税抜）
ファブリックミックスのカプリタイツ。素
材の柔らかさとサイドのステラロゴが特徴。
サイズ / XS, M, OT
F77198 / ワンダーグロー F10
※３月発売予定

STUDIO BOMMER JACKET

\27,000（税抜）
総メッシュで裾リブが特徴的なジャケット。
サイズ / XS, M, OT
F51328 / サケ × ワンダーグロー F10
※３月発売予定

RUN PERFORMANCE GILET

\17,000（税抜）
ファブリックミックスが特徴のランニ
ング・ジレ・ベスト。
サイズ / XS, M, OT
F50438 / インディゴ F08

STELLA adizero 2

\19,000（税抜）
軽さと機能性を追求したランニング
シューズ。
サイズ / 22.0 ～ 25.0cm
F32654 / インディゴ F08×
インディゴ F08× ラッシュ F04

RUN 7/8 TIGHT

\15,000（税抜）
ひざ下部分にメッシュを施したランニング
タイツ。
サイズ / XS, M, OT
F51200 / ホワイト × ノーブルインク S10

Low Waste SHIRT

\16,000（税抜）
サイズ / XS, M, OT
F95860 / ライトミントメレンゲ
× ホワイトベイパーメレンゲ

Low Waste SHORT

\9,000（税抜）
サイズ / XS, M, OT
F51351 / ライトミントメレンゲ

環境に配慮した地球にやさしい「Low Waste」登場

※環 境 に 配 慮 す る「adidas by Stella McCartney」で は、
「Low Waste」以外にも、それぞれのシリーズにオーガニッ
クコットン、リサイクル糸、ドライダイを使用したモデル
を用意しています。

2014 年 2 月 26 日（水）より、「adidas by 
Stella McCartney」の対象商品を￥2 0, 0 0 0

（税抜）以上お買い求めいただいたお客様を対
象に、素敵なノベルティをプレゼントいたし
ます。

キャンペーン情報

お取扱い店舗はこちらよりご確認ください。
http://adidas.jp/shop

※ノベルティがなくなり次第終了いたします。
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