
 

2015
“フィットネス

 

グローバルフィットネス
年春夏シーズンよりランニング⽤アパレルラインを展開します。機能性、デザイン性を兼ね備えたアパレルラインは、
順次、発売を開始します。
 

リーボックのランニングアイテムは、交差点や歩道橋など障害物が多い都心を自由自在に駆け抜けるシティランナーやナイ
トランを楽しむランナー、またランニングだけでなく、トレーニングも同時に⾏うフィットネスランナーをイメージし、様々なランニ
ングシーンに適した
 

今シーズンから新登場するリーボックのランニングアパレルは、リーボックがこれまでトレーニングウエアの開発で得意としてき
たテクノロジーや機能をランニングウエアにも応⽤しています。これまでトレーニングウェアに採⽤していた「
ムーブ）」と呼ばれる軽量でストレッチ性の⾼い素材を使⽤し様々な動きに対応するゾーン別マテリアル採⽤や、新たに
「NanoBreeze

性を⾼めたリフレクターの採⽤など、ランニングウエアとしての機能性を追求し
ヨークといったランニングスポットとして有名な都市の地図をグラフィックプリントに落とし込み、リーボックが提唱するランニング
の世界観をデザイン面からも表現しています。
 

また、ランニングシューズでは、スポーツカーの⾼性能
場します。普段使いも楽しめる「
ルラッシュ）」、ソールやアッパーのテクノロジーをより進化させた「
に展開し、アパレルからシューズまでトータルでランナーをサポートします。
 

※パーフォレーション・・・レーザーでカットされた穴が体の熱を逃がすユニークな通気システム。

【PRESS RELEASE

報道関係各位
 

東京・NY
2015 年春夏シーズン

“フィットネスランナー”に向けてアパレルからシューズまでトータルコーディネートを提案

グローバルフィットネス ライフスタイルブランドのリーボック（所在地：東京都港区六本⽊⼀丁目
年春夏シーズンよりランニング⽤アパレルラインを展開します。機能性、デザイン性を兼ね備えたアパレルラインは、

発売を開始します。

リーボックのランニングアイテムは、交差点や歩道橋など障害物が多い都心を自由自在に駆け抜けるシティランナーやナイ
トランを楽しむランナー、またランニングだけでなく、トレーニングも同時に⾏うフィットネスランナーをイメージし、様々なランニ

適した機能やデ

今シーズンから新登場するリーボックのランニングアパレルは、リーボックがこれまでトレーニングウエアの開発で得意としてき
たテクノロジーや機能をランニングウエアにも応⽤しています。これまでトレーニングウェアに採⽤していた「

」と呼ばれる軽量でストレッチ性の⾼い素材を使⽤し様々な動きに対応するゾーン別マテリアル採⽤や、新たに
NanoBreeze（ナノブリーズ）」と呼ばれるパーフォレーション

性を⾼めたリフレクターの採⽤など、ランニングウエアとしての機能性を追求し
といったランニングスポットとして有名な都市の地図をグラフィックプリントに落とし込み、リーボックが提唱するランニング

の世界観をデザイン面からも表現しています。

また、ランニングシューズでは、スポーツカーの⾼性能
場します。普段使いも楽しめる「
ルラッシュ）」、ソールやアッパーのテクノロジーをより進化させた「
に展開し、アパレルからシューズまでトータルでランナーをサポートします。

※パーフォレーション・・・レーザーでカットされた穴が体の熱を逃がすユニークな通気システム。
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報道関係各位 

NY など
年春夏シーズン

ランナー”に向けてアパレルからシューズまでトータルコーディネートを提案

ライフスタイルブランドのリーボック（所在地：東京都港区六本⽊⼀丁目
年春夏シーズンよりランニング⽤アパレルラインを展開します。機能性、デザイン性を兼ね備えたアパレルラインは、

発売を開始します。 

リーボックのランニングアイテムは、交差点や歩道橋など障害物が多い都心を自由自在に駆け抜けるシティランナーやナイ
トランを楽しむランナー、またランニングだけでなく、トレーニングも同時に⾏うフィットネスランナーをイメージし、様々なランニ

機能やデザインが反映されています。

今シーズンから新登場するリーボックのランニングアパレルは、リーボックがこれまでトレーニングウエアの開発で得意としてき
たテクノロジーや機能をランニングウエアにも応⽤しています。これまでトレーニングウェアに採⽤していた「

」と呼ばれる軽量でストレッチ性の⾼い素材を使⽤し様々な動きに対応するゾーン別マテリアル採⽤や、新たに
（ナノブリーズ）」と呼ばれるパーフォレーション

性を⾼めたリフレクターの採⽤など、ランニングウエアとしての機能性を追求し
といったランニングスポットとして有名な都市の地図をグラフィックプリントに落とし込み、リーボックが提唱するランニング

の世界観をデザイン面からも表現しています。

また、ランニングシューズでは、スポーツカーの⾼性能
場します。普段使いも楽しめる「ZQuick 

ルラッシュ）」、ソールやアッパーのテクノロジーをより進化させた「
に展開し、アパレルからシューズまでトータルでランナーをサポートします。

※パーフォレーション・・・レーザーでカットされた穴が体の熱を逃がすユニークな通気システム。
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など世界のランニング都市をデザイン
年春夏シーズンよりランニングアパレルが

ランナー”に向けてアパレルからシューズまでトータルコーディネートを提案

ライフスタイルブランドのリーボック（所在地：東京都港区六本⽊⼀丁目
年春夏シーズンよりランニング⽤アパレルラインを展開します。機能性、デザイン性を兼ね備えたアパレルラインは、

リーボックのランニングアイテムは、交差点や歩道橋など障害物が多い都心を自由自在に駆け抜けるシティランナーやナイ
トランを楽しむランナー、またランニングだけでなく、トレーニングも同時に⾏うフィットネスランナーをイメージし、様々なランニ

ザインが反映されています。

今シーズンから新登場するリーボックのランニングアパレルは、リーボックがこれまでトレーニングウエアの開発で得意としてき
たテクノロジーや機能をランニングウエアにも応⽤しています。これまでトレーニングウェアに採⽤していた「

」と呼ばれる軽量でストレッチ性の⾼い素材を使⽤し様々な動きに対応するゾーン別マテリアル採⽤や、新たに
（ナノブリーズ）」と呼ばれるパーフォレーション

性を⾼めたリフレクターの採⽤など、ランニングウエアとしての機能性を追求し
といったランニングスポットとして有名な都市の地図をグラフィックプリントに落とし込み、リーボックが提唱するランニング

の世界観をデザイン面からも表現しています。 

また、ランニングシューズでは、スポーツカーの⾼性能 Z

 SO CAL（ジークイ
ルラッシュ）」、ソールやアッパーのテクノロジーをより進化させた「
に展開し、アパレルからシューズまでトータルでランナーをサポートします。

※パーフォレーション・・・レーザーでカットされた穴が体の熱を逃がすユニークな通気システム。

世界のランニング都市をデザイン
よりランニングアパレルが

ランナー”に向けてアパレルからシューズまでトータルコーディネートを提案

ライフスタイルブランドのリーボック（所在地：東京都港区六本⽊⼀丁目
年春夏シーズンよりランニング⽤アパレルラインを展開します。機能性、デザイン性を兼ね備えたアパレルラインは、

リーボックのランニングアイテムは、交差点や歩道橋など障害物が多い都心を自由自在に駆け抜けるシティランナーやナイ
トランを楽しむランナー、またランニングだけでなく、トレーニングも同時に⾏うフィットネスランナーをイメージし、様々なランニ

ザインが反映されています。 

今シーズンから新登場するリーボックのランニングアパレルは、リーボックがこれまでトレーニングウエアの開発で得意としてき
たテクノロジーや機能をランニングウエアにも応⽤しています。これまでトレーニングウェアに採⽤していた「

」と呼ばれる軽量でストレッチ性の⾼い素材を使⽤し様々な動きに対応するゾーン別マテリアル採⽤や、新たに
（ナノブリーズ）」と呼ばれるパーフォレーション※による通気性の向上、前後左右様々な角度からの視認

性を⾼めたリフレクターの採⽤など、ランニングウエアとしての機能性を追求し
といったランニングスポットとして有名な都市の地図をグラフィックプリントに落とし込み、リーボックが提唱するランニング

Z 規格タイヤに着想を得たアウトソールをもつ「
（ジークイック ソーカル）」、「

ルラッシュ）」、ソールやアッパーのテクノロジーをより進化させた「ZQuick

に展開し、アパレルからシューズまでトータルでランナーをサポートします。

※パーフォレーション・・・レーザーでカットされた穴が体の熱を逃がすユニークな通気システム。

世界のランニング都市をデザイン
よりランニングアパレルが

ランナー”に向けてアパレルからシューズまでトータルコーディネートを提案

ライフスタイルブランドのリーボック（所在地：東京都港区六本⽊⼀丁目
年春夏シーズンよりランニング⽤アパレルラインを展開します。機能性、デザイン性を兼ね備えたアパレルラインは、

リーボックのランニングアイテムは、交差点や歩道橋など障害物が多い都心を自由自在に駆け抜けるシティランナーやナイ
トランを楽しむランナー、またランニングだけでなく、トレーニングも同時に⾏うフィットネスランナーをイメージし、様々なランニ

今シーズンから新登場するリーボックのランニングアパレルは、リーボックがこれまでトレーニングウエアの開発で得意としてき
たテクノロジーや機能をランニングウエアにも応⽤しています。これまでトレーニングウェアに採⽤していた「

」と呼ばれる軽量でストレッチ性の⾼い素材を使⽤し様々な動きに対応するゾーン別マテリアル採⽤や、新たに
による通気性の向上、前後左右様々な角度からの視認

性を⾼めたリフレクターの採⽤など、ランニングウエアとしての機能性を追求しています。また、デザイン面でも、東京・ニュー
といったランニングスポットとして有名な都市の地図をグラフィックプリントに落とし込み、リーボックが提唱するランニング

規格タイヤに着想を得たアウトソールをもつ「
ソーカル）」、「ZQuick

ZQuick DASH（ジークイック
に展開し、アパレルからシューズまでトータルでランナーをサポートします。 

※パーフォレーション・・・レーザーでカットされた穴が体の熱を逃がすユニークな通気システム。

世界のランニング都市をデザイン
よりランニングアパレルが

ランナー”に向けてアパレルからシューズまでトータルコーディネートを提案

ライフスタイルブランドのリーボック（所在地：東京都港区六本⽊⼀丁目
年春夏シーズンよりランニング⽤アパレルラインを展開します。機能性、デザイン性を兼ね備えたアパレルラインは、

リーボックのランニングアイテムは、交差点や歩道橋など障害物が多い都心を自由自在に駆け抜けるシティランナーやナイ
トランを楽しむランナー、またランニングだけでなく、トレーニングも同時に⾏うフィットネスランナーをイメージし、様々なランニ

今シーズンから新登場するリーボックのランニングアパレルは、リーボックがこれまでトレーニングウエアの開発で得意としてき
たテクノロジーや機能をランニングウエアにも応⽤しています。これまでトレーニングウェアに採⽤していた「

」と呼ばれる軽量でストレッチ性の⾼い素材を使⽤し様々な動きに対応するゾーン別マテリアル採⽤や、新たに
による通気性の向上、前後左右様々な角度からの視認

ています。また、デザイン面でも、東京・ニュー
といったランニングスポットとして有名な都市の地図をグラフィックプリントに落とし込み、リーボックが提唱するランニング

規格タイヤに着想を得たアウトソールをもつ「
ZQuick DUAL RUSH

（ジークイック ダッシュ）」の

※パーフォレーション・・・レーザーでカットされた穴が体の熱を逃がすユニークな通気システム。2015

2015

世界のランニング都市をデザイン
よりランニングアパレルが新登場

ランナー”に向けてアパレルからシューズまでトータルコーディネートを提案

ライフスタイルブランドのリーボック（所在地：東京都港区六本⽊⼀丁目 9 番 10 号）は、
年春夏シーズンよりランニング⽤アパレルラインを展開します。機能性、デザイン性を兼ね備えたアパレルラインは、

リーボックのランニングアイテムは、交差点や歩道橋など障害物が多い都心を自由自在に駆け抜けるシティランナーやナイ
トランを楽しむランナー、またランニングだけでなく、トレーニングも同時に⾏うフィットネスランナーをイメージし、様々なランニ

今シーズンから新登場するリーボックのランニングアパレルは、リーボックがこれまでトレーニングウエアの開発で得意としてき
たテクノロジーや機能をランニングウエアにも応⽤しています。これまでトレーニングウェアに採⽤していた「BAREMOVE

」と呼ばれる軽量でストレッチ性の⾼い素材を使⽤し様々な動きに対応するゾーン別マテリアル採⽤や、新たに
による通気性の向上、前後左右様々な角度からの視認

ています。また、デザイン面でも、東京・ニュー
といったランニングスポットとして有名な都市の地図をグラフィックプリントに落とし込み、リーボックが提唱するランニング

規格タイヤに着想を得たアウトソールをもつ「Z シリーズ」の新作が登
DUAL RUSH（ジークイック

ダッシュ）」の 3

2015 年春夏から採⽤。
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2015 年 1 月 30 日
リーボック

reebok.jp

世界のランニング都市をデザイン 
新登場 

ランナー”に向けてアパレルからシューズまでトータルコーディネートを提案 

号）は、2015

年春夏シーズンよりランニング⽤アパレルラインを展開します。機能性、デザイン性を兼ね備えたアパレルラインは、2 月より

リーボックのランニングアイテムは、交差点や歩道橋など障害物が多い都心を自由自在に駆け抜けるシティランナーやナイ
トランを楽しむランナー、またランニングだけでなく、トレーニングも同時に⾏うフィットネスランナーをイメージし、様々なランニ

今シーズンから新登場するリーボックのランニングアパレルは、リーボックがこれまでトレーニングウエアの開発で得意としてき
BAREMOVE（ベア

」と呼ばれる軽量でストレッチ性の⾼い素材を使⽤し様々な動きに対応するゾーン別マテリアル採⽤や、新たに
による通気性の向上、前後左右様々な角度からの視認

ています。また、デザイン面でも、東京・ニュー
といったランニングスポットとして有名な都市の地図をグラフィックプリントに落とし込み、リーボックが提唱するランニング

シリーズ」の新作が登
（ジークイック デュア

3 モデルを中心

年春夏から採⽤。 
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月より

リーボックのランニングアイテムは、交差点や歩道橋など障害物が多い都心を自由自在に駆け抜けるシティランナーやナイ
トランを楽しむランナー、またランニングだけでなく、トレーニングも同時に⾏うフィットネスランナーをイメージし、様々なランニ

今シーズンから新登場するリーボックのランニングアパレルは、リーボックがこれまでトレーニングウエアの開発で得意としてき
（ベア

」と呼ばれる軽量でストレッチ性の⾼い素材を使⽤し様々な動きに対応するゾーン別マテリアル採⽤や、新たに
による通気性の向上、前後左右様々な角度からの視認

ています。また、デザイン面でも、東京・ニュー
といったランニングスポットとして有名な都市の地図をグラフィックプリントに落とし込み、リーボックが提唱するランニング

シリーズ」の新作が登
デュア

モデルを中心

 



◆製品の特徴
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

360°リフレクティブ
ウエアの各所にリフレクターを採⽤。
前後左右様々な角度からの視認性
を⾼め、ナイトランにも適した

◆製品の特徴
 

◆ランニングアパレル

リーボックがトレーニングアパレルに採⽤してきた
「BAREMOVE

開発された「
「360°リフレクティブ」や「

°リフレクティブ
ウエアの各所にリフレクターを採⽤。
前後左右様々な角度からの視認性

ナイトランにも適した

◆製品の特徴 

ランニングアパレル

＜Men’

＜Wom

リーボックがトレーニングアパレルに採⽤してきた
BAREMOVE」ゾーンシステムをランニングアパレルにも搭載

開発された「BAREMOVE」
°リフレクティブ」や「NanoBreeze

°リフレクティブ 
ウエアの各所にリフレクターを採⽤。 

前後左右様々な角度からの視認性
ナイトランにも適した機能。 

ランニングアパレル 製品概要

Men’s＞ 

Women’s＞ 

リーボックがトレーニングアパレルに採⽤してきた
」ゾーンシステムをランニングアパレルにも搭載

」機能は、トレーニング時の動きを妨げないテクノロジー
NanoBreeze」などの新機能も搭載

背中やショーツの太もも部分にレーザーで
カットを施し、通気性を向上させる「パーフ
ォレーション」機能を搭載
品） 

製品概要 

リーボックがトレーニングアパレルに採⽤してきた、アスリートの動きをサポートする機能
」ゾーンシステムをランニングアパレルにも搭載

トレーニング時の動きを妨げないテクノロジー
」などの新機能も搭載

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NanoBreeze
背中やショーツの太もも部分にレーザーで
カットを施し、通気性を向上させる「パーフ
ォレーション」機能を搭載。（※⼀部商

ONE SERIES
東京の地図をグラフィックプリントし、ベンチレーション
にも配慮した軽量ランニングジャケット。
 

●価格：
                         

 

ONE SERIES RUN T
軽量、ソフトフィールのマテリアル使いの
中は通気性の⾼いメッシュ採⽤。
 

●価格：
                         

 

ONE SERIES RUN 
軽量ストレッチ織物に
⾼めるレーザーパーフォレーション仕様が特徴。
 

●価格：
                         

 

サイズ展開：
発売時期：

、アスリートの動きをサポートする機能
」ゾーンシステムをランニングアパレルにも搭載しました。アスリートの動き

トレーニング時の動きを妨げないテクノロジー
」などの新機能も搭載しています。

NanoBreeze 
背中やショーツの太もも部分にレーザーで
カットを施し、通気性を向上させる「パーフ

（※⼀部商

ONE SERIES ウインドジャケット
東京の地図をグラフィックプリントし、ベンチレーション
にも配慮した軽量ランニングジャケット。

価格：9,500 円（税抜）
                         

ONE SERIES RUN T
軽量、ソフトフィールのマテリアル使いの
中は通気性の⾼いメッシュ採⽤。

価格：3,800 円（税抜）
                         

ONE SERIES RUN 
軽量ストレッチ織物に
⾼めるレーザーパーフォレーション仕様が特徴。

価格：5,800 円（税抜）
                         

サイズ展開：Men’s

発売時期：2015 年

、アスリートの動きをサポートする機能
アスリートの動き

トレーニング時の動きを妨げないテクノロジー
しています。 

 
東京・ニューヨーク
ラフィックプリントに
出すシティランの世界観をデザインにも反
映。 

ウインドジャケット
東京の地図をグラフィックプリントし、ベンチレーション
にも配慮した軽量ランニングジャケット。

円（税抜）
                         Women

ONE SERIES RUN T シャツ
軽量、ソフトフィールのマテリアル使いの
中は通気性の⾼いメッシュ採⽤。

円（税抜）
                         Women

ONE SERIES RUN ボードショーツ
軽量ストレッチ織物に RUN グラフィックと部分的に通気性を
⾼めるレーザーパーフォレーション仕様が特徴。

円（税抜）
                         Women

s、Women’s

年 2 月より展開予定

、アスリートの動きをサポートする機能
アスリートの動きを研究し

トレーニング時の動きを妨げないテクノロジー。さらに、

シティグラフィック
東京・ニューヨークといった都市の
ラフィックプリントに採⽤。リーボックが打ち
出すシティランの世界観をデザインにも反

ウインドジャケット 
東京の地図をグラフィックプリントし、ベンチレーション
にも配慮した軽量ランニングジャケット。 

円（税抜）Men’s   [B83824]

                         Women’s [B84114]

シャツ 
軽量、ソフトフィールのマテリアル使いの RUN グラフィッシャツ。背
中は通気性の⾼いメッシュ採⽤。 

円（税抜）Men’s   [B83817]

                         Women’s [B85724]

ボードショーツ 
グラフィックと部分的に通気性を

⾼めるレーザーパーフォレーション仕様が特徴。

円（税抜）Men’s   [B89562]

                         Women’s [B84125]

s ともに S/M/L/O/XO

より展開予定 

2

シティグラフィック 
といった都市の地図をグ
採⽤。リーボックが打ち

出すシティランの世界観をデザインにも反

東京の地図をグラフィックプリントし、ベンチレーション(通気性

s   [B83824] 

s [B84114] 

グラフィッシャツ。背

s   [B83817] 

s [B85724] 

 
グラフィックと部分的に通気性を

⾼めるレーザーパーフォレーション仕様が特徴。 

s   [B89562] 

s [B84125] 

S/M/L/O/XO 

2 
 

 

地図をグ
採⽤。リーボックが打ち

出すシティランの世界観をデザインにも反

通気性) 

グラフィッシャツ。背

グラフィックと部分的に通気性を 



◆
 

 

Z シリーズ 
2014 年から展開しているランニングシューズ
⾼性能 Z 規格タイヤにヒントを得た
り、⾜の動きに応じてミッドソールが屈曲し、路面との接地感
春夏シーズンでは

◆取扱店舗情報
   リーボック オンラインショップ
   「リーボック 

  (http://www.reebokjapan.com/store/roppongi.html

   その他、全国のリーボック取扱店舗

Facebook

【読者、一般のお客様からのお問い合わせ先】
リーボック

  0570-033
http://reebok.jp

◆ランニングシューズ
 

年から展開しているランニングシューズ
規格タイヤにヒントを得た

⾜の動きに応じてミッドソールが屈曲し、路面との接地感
では、3 モデルを中心に

取扱店舗情報◆ 

オンラインショップ(

 フィットハブ 六本⽊ヒルズ」
http://www.reebokjapan.com/store/roppongi.html

その他、全国のリーボック取扱店舗

Facebook  www.facebook.com/reebokplusfitness

【読者、一般のお客様からのお問い合わせ先】
リーボック アディダスグループお客様窓口

033-033 （電話受付
http://reebok.jp 

ランニングシューズ

[M45686]

[M45431

[M47681]

年から展開しているランニングシューズ
規格タイヤにヒントを得たアウトソール

⾜の動きに応じてミッドソールが屈曲し、路面との接地感
を中心にでそれぞれ

(http://reebok.jp

六本⽊ヒルズ」、「小田急百貨店新宿店
http://www.reebokjapan.com/store/roppongi.html

その他、全国のリーボック取扱店舗 (http://www.reebokjapan.com/store/

www.facebook.com/reebokplusfitness

【読者、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

（電話受付 平日 9:30

ランニングシューズ 製品概要

45686] 

[M45431]] 

[M47681] 

年から展開しているランニングシューズモデル「Z Series

アウトソールが特徴です
⾜の動きに応じてミッドソールが屈曲し、路面との接地感

それぞれ異なるソールを採⽤し、

http://reebok.jp) 
「小田急百貨店新宿店

http://www.reebokjapan.com/store/roppongi.html) 

http://www.reebokjapan.com/store/

www.facebook.com/reebokplusfitness 

【読者、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  
9:30〜18:00） 

製品概要  
 
 

Z Series」は、時速
です。ソール全体に

⾜の動きに応じてミッドソールが屈曲し、路面との接地感が⾼まります。街中を走る
異なるソールを採⽤し、

 

 

 

 

 

「小田急百貨店新宿店 リーボック

http://www.reebokjapan.com/store/

   Twitter @fitness_reebok

  

【報道関係者からのお問い合わせ先】
  リーボック広報事務局（
  TEL:

     FAX:
  E-
  担当：

 

ZQuick SO

“SOCAL”=
に伸縮性とフィット性に優れた
ーが入っていない為全体的にやわらかく、デイリーユースにも
スなく履くことが出来ます。
 

●価格:：
●サイズ：

●●サイズ：
●発売時期：

ZQuick DUAL RUSH

軽量性とフレキシブル性を兼ね備えた⼀⾜。かかと部分のソールに
2 種類の EVA

 
●価格:：
●サイズ：

●●サイズ：
●発売時期：

ZQuick DASH

Z シリーズの特徴である、ソールに
インを継承しながら、着地や蹴り出しで接地する部分
改良された「
伸縮性が追加され
 

●価格:：
●サイズ：

●●サイズ：
●発売時期：

 

は、時速 240km を超える
。ソール全体に入った「レーザーカットエッジ」と呼ばれる切れ込み

まります。街中を走る
異なるソールを採⽤し、シーンや⽤途

リーボック フィットハブ」ほか、

http://www.reebokjapan.com/store/) 

@fitness_reebok

【報道関係者からのお問い合わせ先】
リーボック広報事務局（
TEL: 03-6894-3260

AX: 03-5413-3050
-mail：reebok@ssu.co.jp

担当：⻄林、⽻佐田、稙田

O CAL (ジークイック
=”Southern California

伸縮性とフィット性に優れた
ーが入っていない為全体的にやわらかく、デイリーユースにも
スなく履くことが出来ます。 

：  7,500 円（税抜
●サイズ：  Men’s 25.0cm

●●サイズ：  Women’s 22.0cm

●発売時期：発売中 

DUAL RUSH (

軽量性とフレキシブル性を兼ね備えた⼀⾜。かかと部分のソールに
EVA 素材が使⽤されクッション性も⾼められています。

：  6,900 円（税抜）※
●サイズ：  Men’s 25.0cm

●●サイズ：  Women’s 22.0cm

●発売時期：発売中 

DASH (ジークイック
シリーズの特徴である、ソールに

インを継承しながら、着地や蹴り出しで接地する部分
「Z RATED SOLE

伸縮性が追加され、中⾜部のホールド性も⾼めたモデル。

：  9,500 円（税抜）
●サイズ：  Men’s 25.0cm

●●サイズ：  Women’s 22.0cm

●発売時期：発売中 

を超えるスポーツカーな
「レーザーカットエッジ」と呼ばれる切れ込み

まります。街中を走るシティランにも
シーンや⽤途に合わせたバリエーションを展開します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほか、 全国のリーボック直営店舗

@fitness_reebok  http://twitter.com/fitness_reebok

【報道関係者からのお問い合わせ先】
リーボック広報事務局（株式会社サニーサイドアップ

3260 （電話受付
3050 

reebok@ssu.co.jp  
⻄林、⽻佐田、稙田 

ジークイック ソーカル
Southern California”をイメージしたシューズ。前⾜部

伸縮性とフィット性に優れたメッシュを使⽤している他、ヒールカウンタ
ーが入っていない為全体的にやわらかく、デイリーユースにも

 

円（税抜 ※ABC

s 25.0cm〜30.0cm

s 22.0cm〜26.0cm

 

ジークイック
軽量性とフレキシブル性を兼ね備えた⼀⾜。かかと部分のソールに

素材が使⽤されクッション性も⾼められています。

円（税抜）※ABC

s 25.0cm〜30.0cm

s 22.0cm〜26.0cm

 

ジークイック ダッシュ
シリーズの特徴である、ソールに縦と横に切れ込みの入ったソールデザ

インを継承しながら、着地や蹴り出しで接地する部分
Z RATED SOLE」を採⽤。アッパーを包み込む

中⾜部のホールド性も⾼めたモデル。

円（税抜） 

s 25.0cm〜30.0cm

s 22.0cm〜26.0cm

 

スポーツカーなどの自動⾞
「レーザーカットエッジ」と呼ばれる切れ込み

にも適したモデルです
に合わせたバリエーションを展開します。

全国のリーボック直営店舗

http://twitter.com/fitness_reebok

【報道関係者からのお問い合わせ先】 ※修正
株式会社サニーサイドアップ

（電話受付 平日 10:00〜

ソーカル) 

をイメージしたシューズ。前⾜部
メッシュを使⽤している他、ヒールカウンタ

ーが入っていない為全体的にやわらかく、デイリーユースにも

ABC マート限定展開
30.0cm 

26.0cm 

ジークイック デュアルラッシュ
軽量性とフレキシブル性を兼ね備えた⼀⾜。かかと部分のソールに

素材が使⽤されクッション性も⾼められています。

ABC マート限定展開
30.0cm 

26.0cm 

ダッシュ) 

縦と横に切れ込みの入ったソールデザ
インを継承しながら、着地や蹴り出しで接地する部分のク

」を採⽤。アッパーを包み込む
中⾜部のホールド性も⾼めたモデル。

30.0cm 

26.0cm 

3

自動⾞に装備される
「レーザーカットエッジ」と呼ばれる切れ込みによ

適したモデルです。2015 年
に合わせたバリエーションを展開します。 

全国のリーボック直営店舗      

http://twitter.com/fitness_reebok 

※修正   

株式会社サニーサイドアップ内） 
〜18:00） 

をイメージしたシューズ。前⾜部
メッシュを使⽤している他、ヒールカウンタ

ーが入っていない為全体的にやわらかく、デイリーユースにも⾜へのストレ

マート限定展開 

デュアルラッシュ) 

軽量性とフレキシブル性を兼ね備えた⼀⾜。かかと部分のソールに 
素材が使⽤されクッション性も⾼められています。 

マート限定展開 

縦と横に切れ込みの入ったソールデザ
のクッション性が

」を採⽤。アッパーを包み込む NANO WEB

中⾜部のホールド性も⾼めたモデル。 

3 
 

に装備される
によ
年
 

をイメージしたシューズ。前⾜部
メッシュを使⽤している他、ヒールカウンタ

ストレ

 

縦と横に切れ込みの入ったソールデザ
が

NANO WEB も


