
 

 

 

＜報道関係各位＞ 

2017 年 3 月 30 日 

アディダス ジャパン株式会社 

 

BOOST™やプライムニットを用いてアディダスの伝統と未来を融合 

新たな「NMD」14モデルが登場 
ミニマルを極めたニューシルエット「NMD_CS2」や「NMD_R2」がラインナップ 

2017 年 4 月 6 日(木)より世界一斉発売 

 

   

#NMD  #adidasOriginals 

 

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、2017 年 4 月 6 日（木）より「NMD_CS2 RONIN PACK

（エヌ エム ディー シー エス ツー ローニン パック）」や「NMD_R2（エヌ エム ディー アール ツー）」をはじめと

する、新たな「NMD」シリーズ合計 14 モデルを発売いたします。 

 

「NMD」は、都市冒険の未来を創り出すべく、アディダスの伝統的なアーカイブと、BOOST™やプライムニットなどの

先端テクノロジーを融合させた一足。2015年12月のファーストモデル登場から3シーズン目を迎える今回、プライムニッ

トのアッパーに編みこまれたストライプのモチーフやドット柄のプリントなど、デザインにアクセントが加わったモデル

がラインナップ。斬新ながらもミニマルを極めたニューシルエット「NMD_CS2」を筆頭に、オリジナルモデルからリフレ

ッシュを遂げた「NMD_R2」のニューカラーやウィメンズモデル、更にフットウェア同様に都市冒険をコンセプトとした

アーバンなアパレルおよびアクセサリーも登場するなど、NMDシリーズに新たな選択肢が加わります。 

PRESS RELEASE 

  



＜主要商品情報＞ 

■NMD_CS2 RONIN PACK（エヌ エム ディー シー エス ツー ローニン パック）                   

  

 

 

 

ミニマルを追究した「NMD_CS1」から更なる進化を遂げた、新たなシルエット「NMD_CS2」が登場します。ソックス

のような構造が特徴的なオリジナルモデルがより大胆に進化。アッパーには、巻き付け式のラップアラウンド構造となっ

た一体成型のプライムニットを採用。アッパーにはストライプのモチーフが編み込まれ、さらに刺繍で施されたディテー

ルがアクセントとなっています。NMD を象徴する BOOST™のミッドソールには、内側面にのみ EVA プラグインパーツが

組み込まれ、外側面にはストライプが細かく彫り込まれることで、よりシャープなシルエットかつ洗練されたシルエット

に仕上げられています。カレッジネイビーのアッパーに履き口とヒールテープがコントラストになることで、NMDのミニ

マルなコンセプトを最大限にまで表現し、更なるコンテンポラリーなフットウェアへと昇華。「NMD_CS2 RONIN PACK」

では、ユニセックスモデルの「NMD_CS2 PK」とウィメンズモデルの「NMD_CS2 PK W」合計 2 モデルが登場します。 

 

■NMD_R2（エヌ エム ディー アール ツー）                                    

  

 

 

 

NMD_CS2 PK BA7189 ¥25,000 +税(自店販売価格) 

※ユニセックスモデル 

NMD_CS2 PK W BA7212 ¥25,000 +税(自店販売価格) 

※ウィメンズモデル 

NMD_R2 BA7253 ¥18,000 +税 (自店販売価格) 

※ユニセックスモデル 



次世代を担うシルエット「NMD_R2」から、ツートーンなどこれまでと異なる新たなカラーを纏ったニューモデルが登

場。ストライプモチーフを編みこんだプライムニットのアッパーには、トーナルカラーで施されたスリーストライプスと

シューレース、そしてモールドのヒールパッチといったディテールが施されています。クラシックなホワイトのBOOST™

のミッドソールには、ウーブンのヒールパッチ、ラバーのアウトソール、内側面にのみ非対称で組み込まれたEVAのプラ

グインパーツといったディテールが大胆なコアレッドのカラーであしらわれています。NMDシリーズにおける進化型モデ

ルを、ミニマルなホワイトカラーと視線を惹きつけるレッドの組み合わせによって、「NMD_R2」において最も印象的な

モデルへと昇華させています。その他コアブラックやカレッジネイビーのカラーを用いたモデルを含めて「NMD_R2」4

モデル、よりプレミアムな一体成型のプライムニットをアッパーに用いた「NMD_R2 PK」2モデルが登場します。 

 

■NMD_R2 PK W（エヌ エム ディー アール ツー プライムニット ウィメンズ）                                    

 

 

 

 

NMDの次世代ウィメンズモデル「NMD_R2 PK W」が登場。ソックスの様にフィットするプライムニットのアッパーには

ストライプのパターンが編みこまれ、スリーストライプス、そしてポルカドットがあしらわれたレザーのヒールタブがア

クセントになっています。NMD を象徴するホワイトカラーの BOOST™ミッドソールに、クリアグラナイトのアウトソー

ル。ソールの内側面にはコントラストとなるプラグパーツ、外側面には BOOST™にストライプのディテールが刻まれ左右

非対称に仕上げられることで、NMD のオリジナルデザインから新たな形で進化を遂げています。NMD の持つ美学、そし

て革新的な伝統を継承した一足です。 

 

 

さらに、ソールにCOLOR BOOSTを用いたオールブラックの「NMD_XR1 PK」、ポルカドットのプリントを施したプライ

ムニットアッパーを用いたウィメンズモデル「NMD_R2 PK W」などを合わせた、合計14モデルの新たな「NMD」シリー

ズが2017年4月6日(木)より世界一斉発売となります。 

 

 

 

NMD_R2 PK W BY2245 ¥16,000 +税(自店販売価格) 

※ウィメンズモデル 



■NMDアパレル・アクセサリーコレクション                                     

フットウェアとあわせて、同じく都市冒険をコンセプトに創り出されたNMDのアパレル・アクセサリーコレクションが 

4月より登場。フットウェアのヒールタブに用いられている「3ストライプのブランド」を意味する4か国語のテキストをア

イコンにした各アイテム、メンズ・ウィメンズそれぞれに向けた幅広いアパレルおよびアクセサリーがラインナップ。 

 

NMD メンズアパレル・アクセサリー 

   

 

NMD ウィメンズアパレル・アクセサリー 

   

 

 

 

 

 

 



■主要取扱い店舗                                                 

アディダス オリジナルス フラッグシップ ストア トウキョウ 

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

全国のアディダス ブランドコアストア  http://www.adidas.com/jp/stores/ 

アディダス オンラインショップ（午前10時 発売開始） http://shop.adidas.jp/originals/NMD/ 

ZOZOTOWN     http://zozo.jp/shop/adidas/ 

ABC-MART 各取扱店    http://www.abc-mart.net/ 

AMERICAN RAG CIE    http://www.americanragcie.co.jp/ 

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

BEAMS HARAJUKU    http://www.beams.co.jp/ 

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

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

BILLIONAIRE BOYS CLUB   http://www.billionaireboysclub.jp/ 

DICE&DICE     https://www.dicexdice.com/ 

EDIFICE 新宿店    http://edifice.baycrews.co.jp/ 

Edition OMOTESANDO HILLS   http://www.edition-jp.com/ 

ELIMINATOR    http://www.eliminator.co.jp/ 

emmi     http://emmi.jp/ 

GR8     https://gr8.jp/ 

H BEAUTY&YOUTH    http://h-beautyandyouth.com 

IENA     http://iena.jp/ 

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

KICKS LAB.     http://store.kickslab.com/ 

Mila Owen     http://milaowen.com/ 

mita sneakers    http://www.mita-sneakers.co.jp/ 

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

sneakers by emmi    http://emmi.jp/ 

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

UNDEFEATED     http://undefeated.jp/ 

UPTOWN Deluxe     http://www.rakuten.co.jp/uptown-deluxe/ 

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

vendor     http://vendor.co.jp/ 

RESTIR     https://www.restir.com/ 

417 EDIFICE    http://four-one-seven.jp/ 

 

※店舗によって取扱モデルが異なります。詳細はお近くの店舗までお問い合わせください。 
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■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   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 

アディダス トウキョウ インスタグラム   http://instagram.com/adidastokyo/ 

 

■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。 

 

 

 

©2017 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：伊藤／山崎／小宮山／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 

 

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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