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Superstar 80s Vintage Deluxe Pack 発売開始!! 

７年振りのリニューアルを遂げた「Superstar 80s」を皮切りに 

年間を通じて「Superstar」が続々と登場 

 

ファレル・ウィリアムスやデビッド・ベッカム、きゃりーぱみゅぱみゅなど 

世界中のスーパースターが登場するグローバルキャンペーン「#OriginalSuperstar」もスタート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adidas.jp/superstar/ 

 

 

 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）のストリ

ートスポーツウエアブランド「アディダス オリジナルス」は、2015 年 1月 24 日(土)より「Superstar 80s Vintage Deluxe Pack 

（スーパースター 80s ヴィンテージ デラックス パック）」の販売を開始いたします。また、今回の発売開始を皮切りに、一年間

を通じてアディダス オリジナルスより数々の「Superstar（スーパースター）」が登場いたします。 

 

バスケットボールコートで誕生したシューズがその領域を超え、ストリートカルチャーにも影響を与えた名作「Superstar」。

「Superstar 80s」にとって７年振りとなる今回のリニューアルでは、新たにアッパーにプレミアムレザーを使用。トーナルのシュ

ーレース、Superstar のアイコンとも言えるラバーのシェルトゥに、通気口のあるサイドパネル。そして、コントラストとなってい

るスエードを用いたスリーストライプスとヒールパッチはオリジナルモデルを忠実に復刻し、ブラック・ネイビー・レッド・グリ

ーンの全４色にて展開。シュータンには「金ベロ」の愛称で親しまれるゴールドのエンブレムが、スーパースターの象徴として存

在感を放ちます。数あるスニーカーとは一線を画す、唯一無二のシューズに仕立てられています。 

 

 また、今後年間を通じて続々と登場する「Superstar」をセレブレイトすべく、世界各国の「スーパースター」が登場するグロー

バルキャンペーン「#OriginalSuperstar」が合わせてスタートします。ファレル・ウィリアムス、デビッド・ベッカム、リタ・オラ、

ダミアン・リラード、そして日本からはきゃりーぱみゅぱみゅが各種広告に登場し、世界中のストリートを席巻していきます。 

更に 1月 24 日(土)の販売開始にあわせて、原宿・渋谷・新宿を中心とした各取扱店・16 店舗のウィンドウを Superstar がジャック

し、ストリートカルチャーの聖地から伝説的スニーカーのリニューアルをセレブレイトします。 

Information 

 

http://adidas.jp/superstar/
http://adidas.jp/superstar/


 

■#OriginalSuperstar キャンペーンについて 

 

伝説的スニーカーをセレブレイトする 1 年の幕開けとして、1月よりグローバルキャンペーン「#OriginalSuperstar」がスタート

します。キャンペーンでは、ファレル・ウィリアムスやデビッド・ベッカム、リタ・オラ、ダミアン・リラードといった世界中の

「スーパースター」と共に、アディダス オリジナルスが一年を通じて「スーパースターであることの意味」を問いかけていきます。

また日本からは、ストリートの象徴的存在である きゃりーぱみゅぱみゅ が世界中の「スーパースター」と肩を並べキャンペーン

に登場します。 

 

彼らが直筆で記した「スーパースターであることの意味」を問うメッセージが、自身のポートレートと共に屋外広告として登場

し、また彼らが登場するキャンペーンムービーを通じて世界中にメッセージを投げかけるなど、各種メディアを通じてキャンペー

ンを展開いたします。 

 

#OriginalSuperstar キャンペーンムービー https://www.youtube.com/watch?v=0HYGOB7Ofa0 

 

 

 

 

デビッド・ベッカム リタ・オラ ダミアン・リラード 

ファレル・ウィリアムス きゃりーぱみゅぱみゅ 

https://www.youtube.com/watch?v=0HYGOB7Ofa0


 

■アディダス オリジナルス プレゼントキャンペーンについて 

 

 

「Superstar 80s Vintage Deluxe」が発売開始となる 1 月 24 日より、対象店舗にてマストバイキャンペーンがスタートいたしま

す。このキャンペーンでは、対象店舗にてアディダス オリジナルス商品を含む総額 15,000 円（税抜）以上のお買い上げの方に、

「アディダス オリジナルス Superstar 2015 卓上カレンダーセット」をプレゼントいたします。 

 

※カレンダーセットには、ファレル・ウィリアムス、デビッド・ベッカム、リタ・オラ、ダミアン・リラードのポストカードが同梱されます。 

 

・開催日時 ： 1 月 24 日（土） ～ 2月 25 日（水） ※商品が無くなり次第終了となります。 

・対象店舗 ： アディダス オリジナルス商品取扱いの、アディダス オリジナルスショップ、 

アディダス ブランドコアストア、アディダス パフォーマンスセンター、 

アディダス コンセプトショップ各店 

 

※アディダス オンラインショップ、アディダス ブランドコアストア 六本木ヒルズ、アディダス コンセプトショップ クレフィ三

宮、アディダス コンセプトショップ 東京ドーム は対象外となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■Superstar 80s Vintage Deluxe Pack について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superstar 80s Vintage Deluxe 

スーパースター 80s ヴィンテージ デラックス 

B25963 / B25964 / B35981 / B35982（自店販売価格 ¥16,000- 税抜） 

 

 

■「Superstar 80s Vintage Deluxe Pack」主要取扱い店舗（順不同） 

 

全国のアディダス オリジナルスショップ http://www.adidas.jp/shop 

アディダス オンラインショップ  http://shop.adidas.jp/originals/superstar/  

ABC-MART 各店（※一部店舗）  http://www.abc-mart.net 

atmos 新宿    http://www.atmos-tokyo.com/ 

BEAUTY & YOUTH UNITED ARROWS 原宿店 http://www.beautyandyouth.jp/ 

BILLY’S    http://www.billys-tokyo.net/ 

EDIFICE TOKYO    http://edifice.baycrews.co.jp/ 

Edition 表参道ヒルズ店   http://www.edition-jp.com/ 

JOURNAL STANDARD 表参道店  http://journal-standard.jp/ 

nano・universe 東京   http://www.nanouniverse.jp/ 

PORTER STAND   http://www.yoshidakaban.com/ 

Ron Herman 千駄ヶ谷店   http://ronherman.jp/ 

ROSE BUD 渋谷店    http://official.rosebud.co.jp/ 

Styles 代官山    http://www.styles-tokyo.jp/ 

URBAN RESEARCH 神南店  http://www.urban-research.com/ 

伊勢丹 新宿店    http://isetan.mistore.jp/store/shinjuku/ 

その他 アディダス オリジナルス 取扱い店舗 http://www.adidas.jp/shop 

 

 

 

http://www.adidas.jp/shop
http://shop.adidas.jp/originals/superstar/
http://www.abc-mart.net/
http://www.atmos-tokyo.com/
http://www.beautyandyouth.jp/
http://www.billys-tokyo.net/
http://edifice.baycrews.co.jp/
http://www.edition-jp.com/
http://journal-standard.jp/
http://www.nanouniverse.jp/
http://www.yoshidakaban.com/
http://ronherman.jp/
http://official.rosebud.co.jp/
http://www.styles-tokyo.jp/
http://www.urban-research.com/
http://isetan.mistore.jp/store/shinjuku/
http://www.adidas.jp/shop


 

■Superstar が持つ 45 年の歴史 

 

・1970 年代 

 

Superstar がバスケットボールコートに登場したのは厳密には 1969 年です

が、一般的には 1970 年のデビューとして広く知られています。非常に軽く

驚くほど快適な履き心地は、プロのバスケットボールプレイヤーたちにすぐ

に受け入れられました。今日 Superstar は、そのシンプルなルックスと歴史

的な背景が賞賛されていますが、発売当時は高機能なパフォーマンスフット

ウェアとして登場しました。1970 年代中頃になると、Superstar は当時の

NBA プレーヤーのおよそ 75%が愛用しバスケットボールシーンを席巻した

ことで、Superstar そのものが、当時のシューズ市場における新たな評価基

準となりました。 

 

 

・1980 年代 

 

1970 年代の終わりになると、Superstar と Pro Model がアディダスのカタロ

グに登場。さらに 1980 年代前半には、アメリカ市場向けにリモデルされた

ルックスに、リラックスした履き心地が加わった新しい Superstar がアディ

ダスのカタログに登場しました。 

ヨーロッパのスポーツウェアブランドが持つエキゾチックな世界観は、他の

アメリカブランドよりも人々の心を大きく揺さぶりました。ニューヨークの

初期ヒップホップシーンでは、多くの人々がシューズのシルエットに引き付

けられました。アメリカ東海岸では、当時のトレンドセッターやクラブシー

ンで Superstar が先進的なスタイルとして取り入れられ、若者たちからの評

判を獲得することとなりました。これまでにない新たなシーンで、Superstar

は新たな 1 ページを歩み始めたのです。 

 

RUN-DMC がゴールドのチェーン・レザーのダウンコートと共にシューレー

スを外した Superstar を身にまとったことで、ラップ界に新たなスタイルが

生まれました。名曲”My Adidas”を彼らのベストセラーアルバム「Raising Hell」

に収録し、かの有名なマディソンスクェアガーデンで行われたコンサートで

は、ファンに「Superstar を掲げろ！」と呼びかけられるなど、Superstar

はエンターテイメント業界にも新風を巻き起こしました。この 1 年後に登場

した Ultrastar は、大きなトレフォルロゴと、シューレースのないゴムスト

ラップが採用され、RUN-DMC コレクションの一部として発表されました。

この Superstar とヒップホップの繋がりは、世界中に強い影響を与えました。 

 

 



 

・1990 年代 

 

1980 年代後半にスタートしたムーブメントは、1990 年代前になるとさらに存在感を増していきました。そんな中、

オールドスクールなフットウェアに対する欲求は、時代の流れと共に拡大していきます。ストリートスケートボーデ

ィングにおけるフリップトリックの進化は新しいヒーローを生み出し、Superstar はスケートボードビデオにも登場

するようになります。マーク・ゴンザレスがアディダス スケートボーディングチームと契約したことで、スケート

ボード文化との関係が密接になっていった Superstar は更なる賞賛を得ることとなります。1990 年代末になっても

Superstar は依然として強い存在感を放ち続け、世間がコンピュータの西暦 2000 年問題（Y2K）で揺らいでいる最中、

1970 年に誕生した Superstar は、長年愛され続ける普遍的なスニーカーとしての地位を確立していきました。 

 

 

・2000 年代 

 

これまで限定的とされていたスニーカーカルチャーがグローバルなカルチ

ャーへと拡大していく中で、レトロなスニーカーへのこだわりと新たなコラボ

レーション製品の開発という新しいアプローチは、Superstar の運命に大きな

影響を及ぼすこととなります。 

2005 年、Superstar にとって 35 回目の記念日にちなんだ 35 足のコラボレ

ーションスニーカーが登場しました。2004 年 12 月 31 日、年末のパーティー

モードに包まれている頃、一握りのスニーカーショップの外では熱狂的なファ

ンが列を成し、それぞれの一流セレクトショップによってデザインされた様々

なスーパースター「コンソーシアム・コレクション」が、年明けと共に販売さ

れました。 

中でも、このプロジェクトのフィナーレを飾る 35 足目として登場したスー

パースターは、最もレアなアニバーサルモデル。伝統的なハンドメイド製法が

用いられ、シェルトゥ部分と靴底までも上質なレザーが使用され、さらに真っ

白なハードケースには金メッキのプレートが施され、豪華なクリーニングキッ

トも一緒に付属されました。限定発売となったユニークで革新的なこのモデル

は、スニーカー文化における次の 10 年への基盤と発想の源となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■アディダス オリジナルスの最新情報につきましては 

アディダス オリジナルス 公式ホームページ  http://www.adidas.com/originals/ 

アディダス オリジナルス ルックブック    http://adidas.jp/lookbook/originals/ 

アディダス オリジナルス 公式ツイッターアカウント  http://twitter.com/adiOriginals_jp 

アディダス ジャパン フェイスブックページ  http://www.facebook.com/adidasJP 

アディダス オリジナルス 公式ブログ   http://adidas.jp/originals/blog/ 

にて、随時配信します。 

 

 

■adidas Originals (アディダス オリジナルス) ブランドについて 

2001 年にスタートしたストリートスポーツウエアブランド。1972 年から 1996 年まで「adidas 社」のカンパニーロゴだったトレ

フォイルロゴ（三つ葉のロゴ）をシンボルマークとし、アディダスが持つ歴史を継承しながら、現在のトレンドを反映させた新作

モデルやコラボレーション商品まで、現代の洗練されたスタイルへと進化を遂げ、幅広いアイテムを展開しています。 

 

※「Super Star」は、株式会社ムーンスターの日本における登録商標です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

本リリース内容（adidas Originals / Superstar Vintage Deluxe）に 

関する報道関係者からのお問い合わせ先 

Tel : 03-6862-6688 Email : adidas@vectorinc.co.jp 

 

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

 

アディダス ジャパン全般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（株式会社イニシャル内） 

Tel：03-6862-6688 E-mail：adidas@vectorinc.co.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：0570-033-033（土日祝除く、9:30～18:00） 

 

製品情報： http://adidas.jp/superstar/ 

公式オンラインショップ: http://shop.adidas.jp/originals/superstar/ 

http://www.adidas.com/originals/
http://adidas.jp/lookbook/originals/2014fw/
http://twitter.com/adiOriginals_jp
http://www.facebook.com/adidasJP
http://adidas.jp/originals/blog/
mailto:adidas@vectorinc.co.jp
http://adidas.jp/superstar/
http://shop.adidas.jp/originals/superstar/

