
 

 

 

＜報道関係各位＞ 

2018 年 3 月 14 日 

アディダス ジャパン株式会社 

 

グリッドデザインをコンセプトに新次元の構造美と比類なき快適性を兼ね備えた一足 

ニューシルエット「DEERUPT」登場 

2018 年 3 月 22 日(木)より世界一斉発売 

#DEERUPT #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「adidas Originals(アディダス オリジナルス)」は、2018 年 3 月 22 日(木)より、新次

元の構造美を持つ新たなシルエット「DEERUPT (ディーラプト)」を世界一斉発売いたします。 

 

「DEERUPT」は、アディダスのヘリテージを現代的に再解釈し、完全に新しいルックへと創り変えることで生まれた新

たな一足。グリッドデザインからインスピレーションを得たアディダスのアーカイブに着目。大胆さとシンプルさを兼ね

備えながら、紛れもないアディダスの美学を残しつつも全く新しいスタイルが創り出されています。シューズ全体を覆う

ネットやニットアッパーは、大胆かつ先鋭的なデザインだけでなく、新たに開発されたフォームポケットを配したインソ

ールと合わさることで、これまでにない軽量さや快適性を実現しています。 

 

新次元の構造美によって、シンプルなオーセンティシティが最大限のインパクトを与える、唯一無二のアイデンティテ

ィを持ってデザインされた一足。「DEERUPT」は、アディダスを象徴するブルーバードとソーラーレッドからなるヒーロ

ーカラーを筆頭に、ホワイトやブラックなどを含む合計 7 モデルにて、2018 年 3 月 22 日より世界一斉発売となります。 

 



  

 

  

 

 

「DEERUPT」は、都市計画や建築、そして自然現象など万物にインスピレーションを与える”グリッド”がデザインのコ

ンセプトとなっています。「New York (ニューヨーク)」や「Marathon Trainer (マラソン トレーナー)」など、80 年代に人

気を博したアディダスのランニングシルエットに着目。このモデルの特徴であったグリッドデザインを、ソールだけでな

くシューズ全体へ拡張。より大胆なプロモーションとなりインパクトあるカラーが加えられることで、グリッドデザイン

は現代的な大胆なビジュアルモチーフへと変貌を遂げました。 

 

テクスチャーやレイヤーなど様々な視点を通じてグリッドそのものを考え尽くて生み出された、折りたたみ可能なこの

シルエットは、伸縮性の高いネットに覆われたニットアッパーによってこれまでにない軽量さに。インソールには、シュ

ーズ内側のライニングに沿ってゾーンごとにフォームポケットが成形されています。足をしっかりと固定することで比類

なきフィット感をもたらすと共に、高い密着性とサポート性を実現。着用している人にこれまでに無い快適性を感じさせ

る、真にユニークなベネフィットを持った一足へと仕上げられています。 

 

DEERUPT RUNNER CQ2426 自店販売価格 ¥13,000 +税 ※ユニセックスモデル 



  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

DEERUPT RUNNER CQ2625 

自店販売価格 ¥13,000 +税 ※ユニセックスモデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEERUPT RUNNER CQ2626 

自店販売価格 ¥13,000 +税 ※ユニセックスモデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEERUPT RUNNER B28076 

自店販売価格 ¥13,000 +税 ※ユニセックスモデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEERUPT RUNNER W AC8466 

自店販売価格 ¥13,000 +税 ※ウィメンズモデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEERUPT RUNNER W CQ2909 

自店販売価格 ¥13,000 +税 ※ウィメンズモデル 

 

 

 

 

DEERUPT RUNNER W CQ2910 

自店販売価格 ¥13,000 +税 ※ウィメンズモデル 

 

 

 

 



■アディダス アーカイブモデルについて                                        

New York (ニューヨーク ランナー) 

 

1980年代初頭に発売されたadidasの「New York」は、この時代における

パフォーマンスシューズの急速な進化や、当時におけるいくつもの最先

端テクノロジーをデザインに取り入れた純然たるプロダクトです。軽量

かつフレキシブルに設計されたアッパーにはナイロン素材、ヒールやつ

ま先などにはスエードのオーバーレイパーツが使用されています。また、

独特なプラスチックのDリングを用いたレーシングシステムが軽量さを

保ちつつ、グリッドが張り巡らされたクッション性の高いEVAのミッド

ソールによって体重をシューズ全体へと分散し衝撃を吸収します。ポル

トガルの競歩競技者であるホセ・マヌエル・マルケス・ペレイラが、リ

スボンとパリの往復約4,000kmをこの「New York」と共に約3ヶ月かけ

て踏破したことで、一躍有名となりました。 

 

 

Marathon Trainer / Training (マラソン トレーナー / トレーニング) 

 

「Marathon Trainer / Training」は、その名の通り長距離走向けに設計さ

れた一足。様々な地形や過酷なトレーニング環境にも対応した頑丈なパ

フォーマンスシューズとして、数々の機能的要素が盛り込まれています。

頑丈で耐久性に優れながらも軽量かつ汎用性の高いシューズとして、長

距離ランナーに向けて生み出された画期的な「Marathon Trainer / 

Training」。アッパーには三次元のグリッド素材が用いられ、ヒールや甲

のスエードパーツで補強。シュータンに用いられた三層のナイロン素材

が快適性とクッション性をもたらします。EVAのミッドソールとグリッ

ドデザイン、そして衝撃吸収機能を担うトレフォイルロゴが象られたス

パイクのようなラバーアウトソールは、当時革新的なデザインとして、

数年後に大きな盛り上がりを見せるトレイルランニングムーブメント

の火付け役となりました。 

 

 

 

 

 

 



■取扱店舗一覧                             

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/ 

アディダス ブランドコアストア 仙台・渋谷・新宿・名古屋・大阪・広島 

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

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

 

ABC-MART Grand Stage （碑文谷店を除く各店）  http://www.abc-mart.net/ 

atmos SHIBUYA・BLUE OMOTESANDO・NAMBA  http://www.atmos-tokyo.com/ 

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

BILLIONAIRE BOYS CLUB    http://billionaireboysclub.jp/ 

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

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

emmi 各店      http://emmi.jp/ 

ESTNATION      http://www.estnation.co.jp/ 

FREAK’S STORE 渋谷     https://www.freaksstore.com/ 

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

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

LITTLE UNION TOKYO     http://littleunion-tyo.com/ 

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

OPENING CEREMONY JAPAN OMOTESANDO   https://www.openingceremonyjapan.com/ 

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

SHEL’TTER 各店     http://www.sheltter.jp/ 

Styles 代官山・六本木     http://www.styles-tokyo.jp/ 

The Heartbreakers     https://www.bedwintokyo.com/ 

UNDEFEATED     http://undefeated.jp/ 

UNITED ARROWS BEAUTY&YOUTH 各店   http://store.united-arrows.co.jp/shop/by/ 

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

vendor NAKAMEGURO     http://vendor.co.jp/ 

 

■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/adidasJP/ 

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

 

 

 

©2018 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：竹生／森田／山崎／小宮山 

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) 

mailto:adidas@vectorinc.co.jp
http://news.adidas.com/jp

