
 

   

 

 

adidas NEO Label   

SELENA GOMEZ COLLECTION 
セレーナ・ゴメスによる 2014秋の新作が、８月６日（水）より発売開始！ 

http://www.adidas.com/neo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<自身のデザインによるadidas NEO Label新コレクションを着用したセレーナ・ゴメス> 

 

マルチスポーツブランドのアディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:ポール・ハーディス

ティ) は、デイリースポーツカジュアルを提案するadidas NEO Label（アディダス ネオ レーベル）より、同

ブランドのゲストデザイナーであり、グローバル・スタイルアイコンのセレーナ・ゴメスによる2014秋の新

作コレクションを発表しました。 

 

今回で３回目のシーズンとなるadidas NEO Labelセレーナ・ゴメスの2014秋コレクションは、ニューヨーク

をインスピレーション源に都会的な秋のスタイリングが楽しめるアイテムの数々をラインナップ。中でもキー

アイテムとなるのは、フェミニンな素材にスカルのグラフィックをプリント、エッジィなムードを加えたトッ

プスやスカート。これらに、スリーブレスのデニムトップやデニムジャケットを合わせることによって、スト

リートの軽やかさが加わります。また、シューズのコレクションからは、クラシックなバスケットボールシュ

ーズにハイストリートな要素を加え、トレンドのシルエットが楽しめるアイテムが登場。スヌードのスカーフ

やニットビーニーなど、エフォートレスかつシックなスタイリングに活躍するアクセサリーにも注目です。 
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また、８月20日から9月１日までの11日間に渡り、ツイッターキャンペーン「#NEORUNWAY」を開催しま

す。世界中の若者たちが、adidas NEO Label 2014秋コレクションの中からお気に入りのアイテム、スタイ

ル、ヘアメイクや音楽などをツイッター上で投票。そこから作りあげられる「#NEORUNWAY」は、9月3日

にニューヨーク市内にて開かれるadidas NEO Label 2014秋のファッションショーとして披露されます。ホ

ストとして登場するセレーナ・ゴメスやファッションブロガーと共に、世界中の若者たちは自らが選んだリア

ルなトレンドから出来上がるファッションショーを楽しめるという、他にはないスペシャルな体験ができます。 

 

これらキャンペーンに関する最新情報は公式ツイッターアカウント http://twitter.com/adidasNEO_jp  

及び公式ブログhttp://adidas.jp/neo/blog にて随時発表していきます。 

 

adidas NEO Label セレーナ・ゴメス コレクションのラインアップは、こちらでご覧いただけます。 

■adidas NEO Label デジタルルックブック: http://adidas.jp/lookbook/neo/ 

■アディダスオンラインショップ: http://shop.adidas.jp/sg   

 

adidas NEO Labelの国内の取扱い店舗は店舗リスト http://www.adidas.jp/shop をご覧ください。 

※セレーナ・ゴメスのコレクションについては、一部取扱いのない店舗もございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■adidas NEO Label（アディダス ネオ レーベル）について 

adidas NEO Labelは、アクティブでフレッシュな若者に向けて、最新トレンドをデイリーに楽しめる、スポーツカジュア

ルスタイルを提案するレーベルです。メンズ・ウィメンズのアパレルからフットウェア、アクセサリーと幅広いラインナ

ップのもと、豊富なカラーとポップなデザインを多く取り揃えております。『エッジ（＝強み、優位性）』を自身の生活

の中で見出そうとし、そこに自分らしさを加えようとする若者を中心に、adidas NEO Labelはディテールにこだわったア

パレルやアクセサリーを豊富に展開しています。  
 

開 催 中 ！ キ ャ ン ペ ー ン 情 報 

  ［#NEORUNWAY ワールドキャンペーンⅠ］ 

開催期間：7月 29日(火) ～ 8月 11日(月)  20:00まで 

アディダスニュースレターに登録し、質問に回答すると、1組 2名様に 

ニューヨークツアーが当たる！  

詳しくは⇒ http://adidas.jp/neo/blog/20140730-80010.html 

 

［#NEORUNWAY ワールドキャンペーンⅡ］ 

開催期間：7月 29(火) ～ 8月 19日(火) 20:00まで 

アディダスニュースレターに登録し、質問に回答すると、21名様に 

セレーナ・ゴメス直筆サイングッズや adidas NEO Labelの商品が当たる！ 

詳しくは⇒ http://adidas.jp/neo/blog/20140731-120900.html 

http://twitter.com/adidasNEO_jp
http://adidas.jp/neo/blog
http://adidas.jp/lookbook/neo/
http://shop.adidas.jp/sg
http://www.adidas.jp/shop
http://adidas.jp/neo/blog/20140730-80010.html
http://adidas.jp/neo/blog/20140731-120900.html


 

--- Fall 2014 adidas NEO Label SELENA GOMEZ COLLECTION Item Line Up --- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

本件に関する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：安藤／藤田 

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

Tel：03-6204-4173 Fax：03-6204-4142 E-mail：adidas@bluecurrentpr.com 

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） 

DENIM JACKET 

￥10,000（税抜） 

M32064 

ウォッシュをかけた 

デニムジャケットに、 

黒の NEOロゴジッパ 

ーを使用。 

SKULL LACE TOP 

￥4,000（税抜） 

M32080 

スカルとレースを組

みあわせたオリジナ

ルプリントを全面に

あしらったトップ。 

MESSAGE T SHIRTS 

￥3,000（税抜） 

M32078 

スカルとレースを組み 

あわせたオリジナルプリ

ントで、NO EXCUSES 

NEOのレタリングに。 

SKULL LACE  

SWEAT CREW 

￥6,000（税抜） 

M32073 

袖にはプリントのシフォン、 

フロントにはスウェットを 

使用した異素材使いのラグ 

ランクルースウェット。 

DENIM SWEAT PANTS 

￥8,500（税抜） 

M32070 

インディゴ染めしたスウェ

ット生地を使用した、デニ

ム調スウェットパンツ。伸

縮性に優れ、リラックスし

た着心地が魅力。 

LEATHER SHORTS 

￥6,000（税抜） 

M32081 

トレンドのホットパンツを

PUレザーで仕上げ、絶妙

な光沢感を実現。左サイド

には小さな NEOのメタル

バッチのアクセント。 

SKULL LACE SKIRT 

￥6,000（税抜） 

M32072 

スカルとレースのオリジ

ナルプリントのシフォン

にコットン裏地を組みあ

わせたスカート。 

SKULL LACE SCARF 

￥4,000（税抜） 

M65691 

シフォン生地とニット 

を組みあわせたスヌー 

ドスタイルのスカーフ。 

BEANIE 

￥3,700（税抜） 

M65685 

製品洗い加工を施

し、ヴィンテージな

雰囲気に仕上げた 

ビーニー。 

NEO CREEP SG 

￥7,500（税抜） 

F76186 

ワックス加工の靴ひも

や、厚いラバーソール

で、セレーナの持つロ

ックなテイストを MIX

したシューズ。 

NEO MILTARY SG 

￥9,900（税抜） 

F76150 

アンクルストラップにスタ

ッズをあしらったブーツ。

ワックス加工の靴ひもやヒ

ール部分のスリーストライ

プスがアクセント。 

NEO DAILYWRAP SG 

￥7,900（税抜） 

F76149 

スタッズをあしらったアン

クルストラップは取り外し

が可能。キラキラとしたア

ッパーがスタイリッシュな

印象をプラス。 

NEO BEQTLO SG 

￥6,900（税抜） 

F76148 

艶めくサテンアッパ

ーで、セレーナらし

いグラムロックなム

ード仕上げた１足。 

DENIM SLEEVLESS 

SHIRTS 

￥5,000（税抜） 

M32066 

NEOのシルバーボタン 

がポイントのダンガリ 

ーシャツ。 

 

※価格の表記は、自店販売価格です。 

http://news.adidas.com/jp
mailto:adidas@bluecurrentpr.com

