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ファレル・ウィリアムスとのコラボレーションによる50カラーのSuperstarコレクション 

「Supercolor」が世界同時発売開始 
スニーカーの聖地・原宿にて、一般参加型イベントを2週連続で開催!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adidas.jp/supercolor/ #SUPERCOLOR 

 

 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、音楽界のスーパースター、ファレル・ウィリアムスとコラボレーシ

ョンによって 50色 ものカラーバリエーションで登場するSuperstarコレクション「Supercolor（スーパーカラー）」を、2015年3

月27日（金）より世界同時発売いたします。また、ファレル・ウィリアムス自身の言葉でコレクションの登場をセレブレイトした

「Supercolor オフィシャルムービー」を公開いたしました。 

 

真のスーパースターは、個性の大切さを知っている。 真のスーパースターは、ルールに捉われないし、他人にファッションを強要

したりしない。 真のスーパースターは、スタイルやトレンド、カラーを強いるようなことはしない。こうした精神をベースに 

ファレル・ウィリアムスとのコラボレーションによって生まれたのが、Superstarのシルエットを 50カラー もの色彩で彩った 

adidas Originals「Supercolor」です。 ファレル・ウィリアムスは、Superstarにこそ「表現の自由」を与えるべきだと解釈しクリ

エイターやエンターテイナーとして活躍する彼とのコラボレーションによってadidas Originals「Supercolor」は、過去に類を見な

い 50 もの選択肢を提供します。 

 

また、発売開始を記念し、「スニーカーの聖地」とも言われる東京・原宿を舞台に「Choose Your Color」と題して 2 週連続の一

般参加型イベントキャンペーンを展開いたします。3月 21 日（土）には原宿・八角館前にて第 1 弾ゲリライベント「Supercolor Splash 

Wall」を開催、さらに 3月 28 日（土）・29 日（日）には原宿・八千代銀行前にて第 2 弾イベント「Supercolor Dress Room」を開

催いたします。 
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■イベントキャンペーンについて                                              

 

3 月 21 日（土）に行われるゲリライベント「Supercolor Splash Wall」、3 月 28 日（土）・29 日（日）に行われるイベント「Supercolor 

Dress Room」と、2 週に渡ってスニーカーの聖地・原宿にて開催される 2 つのイベントを通じて、adidas Originals「Supercolor」

の発売開始をセレブレイトします。 

 

・キャンペーンタイトル ： “Choose Your Color” HARAJUKU, TOKYO 

・イベント①  ： Supercolor Splash Wall ／ 3 月 21 日（土） 

・イベント②  ： Supercolor Dress Room ／ 3 月 28日（土）・29日（日） 

・キャンペーンサイト  ： http://adidas.jp/supercolor/ 

 

 

■イベント① Supercolor Splash Wall（スーパーカラー スプラッシュ ウォール）について                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アディダス オリジナルスは、3月 21 日（土）に原宿・八角館前にてゲリライベント「Supercolor Splash Wall」を開催致します。

イベント開催に先駆けて、3月 19日（木）よりティザーサイトが公開されております。 

 

・イベントタイトル  ： Supercolor Splash Wall（スーパーカラー スプラッシュ ウォール） 

・開催日時  ： 3月 21 日（土）13:00 – 15:00 ／ 16:00 – 18:00 

・開催場所  ： 原宿 八角館前 イベントスペース（東京都 渋谷区 神宮前 6丁目 4-1） 

・ティザーサイト  ： http://adidas.jp/lookbook/originals/2015ss/supercolor_harajuku/supercolor_splash_wall/ 

http://adidas.jp/supercolor/
http://adidas.jp/lookbook/originals/2015ss/supercolor_harajuku/supercolor_splash_wall/


■イベント② Supercolor Dress Room（スーパーカラー ドレス ルーム）について                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アディダス オリジナルスは 3月 28 日（土）・29 日（日）の 2 日間、八千代銀行 原宿支店前イベントスペースにて「Supercolor Dress 

Room」を開催いたします。イベントでは、スニーカーの聖地・原宿の中心に、高さ 3m を超える巨大なシューズボックス型のドレ

スルーム「Supercolor Dress Room」が突如出現。参加者には、50カラーの「Supercolor」から自分らしいカラーの「Supercolor」

を一足選んで着用いただけます。「Supercolor Dress Room」に足を踏み入れると、選んだカラーでジェネレートされた迫力満点の

映像がドレスルーム全面に流れ出し、さらに参加者が体を動かすことでモーションセンサーが反応し、ドレスルーム内の映像に様々

なエフェクトが登場します。自分らしいカラーと共に自分らしいポーズを楽しむ参加者の様子はオフィシャルカメラにて撮影され、

GIF アニメーションとして十人十色の「アニメーションスナップ」が WEB 上に公開されていきます。 

 

・イベントタイトル  ： Supercolor Dress Room（スーパーカラー ドレス ルーム） 

・開催日時  ： 3月 28 日（土）13:00 – 20:00 

     3月 29 日（日）12:00 – 19:00 

・開催場所  ： 八千代銀行 原宿支店前 イベントスペース（東京都 渋谷区 神宮前 1 丁目 11-1） 

・ティザーサイト  ： http://adidas.jp/lookbook/originals/2015ss/supercolor_harajuku/supercolor_dress_room/ 

 

http://adidas.jp/lookbook/originals/2015ss/supercolor_harajuku/supercolor_dress_room/


■Supercolor オフィシャルムービー                                            

Supercolor コレクションの登場をセレブレイトするべく、ファレル・ウィリアムスが登場

する「Supercolor」オフィシャルムービーが本日公開となりました。ムービー内では、彼自

身の言葉によってどのような信念でSupercolorコレクションが誕生したのかが語られており、

「誰かのマネをする必要なんてない。自分で選ぶことが重要なんだ。」と宣言しています。 

 

＜ファレル・ウィリアムスのコメント＞ 

「Supercolor」は、多様性を通じて平等への称賛を表現しています。50 カラーという選択肢

があることで、誰もが自分の求めていたカラーと出会うことができます。過去に発表された

どのシリーズよりも多様性がありパーソナルなコレクションです。 どのカラーの Superstar

も平等に取り扱われており、どのカラーを選んでもあなたは「Supercolor」の一員になれま

す。あなた自身のカラーを見つけてください。 

 

#SUPERCOLOR オフィシャルムービー https://youtu.be/aIujzK4-478 

 

 

■プレゼントキャンペーン                                                  

「Supercolor」が発売開始となる 3 月 27 日（金）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

「Supercolor」商品を含む、総額 16,000 円（税抜）以上をお買い上げの方に「アディダス  

オリジナルス特製 カラーペンセット」をプレゼントいたします。 

 

・対象期間： 2015 年 3 月 27日（金） ～ 2015 年 4 月 22 日（水） 

※プレゼントが無くなり次第終了となります。 

 

・対象店舗： adidas Originals「Supercolor」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 

は対象外となります。 

 

 

■Supercolor 商品情報                                                  

 

＜Supercolor＞ 

 

・発売日   ： 2015年3月27日（金）  

・自店販売価格 ： ¥13,000 ＋税  

 

・adidas Originals Lookbook ： 

http://adidas.jp/lookbook/originals/2015ss/supercolor/ 

・アディダス オンラインショップ ： 

http://shop.adidas.jp/originals/supercolor/ 

https://youtu.be/aIujzK4-478
http://adidas.jp/lookbook/originals/2015ss/supercolor/
http://shop.adidas.jp/originals/supercolor/


■Supercolor 主要取扱い店舗                                                 

・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/supercolor/ 

・伊勢丹 新宿店 メンズ館   http://isetan.mistore.jp/store/shinjuku/ 

・ABC-MART 各店（※一部取扱い店舗）  http://www.abc-mart.net 

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

・Edition 表参道ヒルズ店、その他取扱店舗  http://www.edition-jp.com/ 

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

・ROSE BUD 渋谷店、その他取扱店舗   http://official.rosebud.co.jp/ 

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

 

 

■アディダス オリジナルスの最新情報について                                      

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

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

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。 

 

 

©2015 adidas Japan K.K. adidas and the 3-Stripes mark are trademarks of the adidas Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本リリース内容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）担当：長谷川／伊藤／筑摩／牧野 

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） 
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