
 

 

 

＜報道関係各位＞ 

2016 年 3 月 14 日 

アディダス ジャパン株式会社 

 

adidas Originalsの DNAと最先端のテクノロジーが融合した一足 

「NMD」ニューモデルが登場 
ソックタイプの「NMD_CS1」、ミッドカットタイプの「NMD_C1」がラインナップに 

 

  

http://adidas.jp/NMD/  #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、2016 年 3 月 17 日(木)より「NMD_CS1(エヌ エム デ

ィー シー エス ワン)」、「NMD_C1(エヌ エム ディー シー ワン)」、「NMD_R1(エヌ エム ディー アール ワン)」と 3 つ

のシルエットで「NMD(エヌ エム ディー)」ニューモデルを世界一斉発売いたします。 

 

限界無き都市冒険のために創られた「NMD」は、象徴的なadidas OriginalsのDNAと最先端のテクノロジーが融合された

一足。ブランドの歴史に革命を起こしてきたプロダクトへオマージュを捧げる、大胆なデザイン。そして、マイクロエン

ジニアリングによって開発された最先端のBOOST™フォーム。2015年12月に登場し好評を博したファーストモデル同様の

シルエットを持つ「NMD_R1」が、この3月から幅広いカラーラインナップで登場。更にソックタイプの「NMD_CS1」、

チャッカタイプの「NMD_C1」といった新たなシルエットもラインナップに加わります。 

PRESS RELEASE 

  

http://adidas.jp/NMD/


■NMD_CS1(エヌ エム ディー シー エス ワン)                                  

  

NMD_CS1 (NMD City Sock) S79150 ¥22,300 + 税(自店販売価格) 

 

現代的な機能美とハイファッションのスタイルからインスパイアされた、ソックタイプのシルエット「NMD City Sock」

が新たに登場。クリーンなストライプ柄をあしらったアッパーには、ソックスのようにフィットするプライムニット素材

を採用。全面に配されたBOOST™のミッドソールと、そこへ組み込まれた特徴的なEVAパーツ、そして印象的なヒールテ

ープ。スタイルと機能性が完全に調和した「NMD_CS1」は、妥協のないテクノロジーの追求を通してスタイルを究極まで

高めることで、NMDの哲学を大胆に表現した一足です。 

 

■NMD_C1(エヌ エム ディー シー ワン)                                  

  

NMD_C1 (NMD Chukka) S79146 / S79147 ¥18,300 + 税(自店販売価格) 

 

カジュアルミッドカットの革新的シルエット「NMD Chukka」が新たに登場。NMDが持つデザインのスタイルセンスが

強調されたシルエットは、時代を超えた定番のチャッカブーツが持つデザインからインスパイアを受け、NMDらしく現代

的な視点から再解釈されています。フルスエードのアッパーに、レザーのディテールパーツ。そしてNMDの特徴である

BOOST™ミッドソールと、そこへ組み込まれたEVAパーツ、さらにヒールタブのコントラスト。NMDの前衛的デザインと

カジュアルなスタイルをシームレスに併せ持つ「NMD_C1」は、際立つレッドとクラシックなブラックの2カラーで登場。 

 



■NMD_R1(エヌ エム ディー アール ワン)                                  

 

2015年12月に登場し好評を博したパイオニア的シルエット「NMD Runner」に、新たなカラーを纏った「NMD_R1」が

登場します。プレミアムな素材を用いた快適なアッパー。ミッドソール全面に配した最先端のBOOST™フォームは耐久性

に優れ、クッション性と反発性を両立。マイクロペーサー、ライジングスター、そしてボストンスーパーといったアディ

ダスで最もセレブレイトされてきたプロダクトのアイコンとなるパーツを分解し、比類なき2016年のエンジニアリングに

よってそれらを融合することで、テクニカルランニングスニーカーがライフスタイルスニーカーへと昇華。アディダスの

伝統と最先端のテクノロジーが一体になった一足です。 

 

またメンズモデルに加え、ピーチピンクやホワイト／ブルーといったカラーリングのモデル、プレミアムスエード素材

などでディテールにアクセントを加えたモデルなど、ウィメンズモデルも今回新たに登場。すべての都市冒険者に向けて、

幅広いラインナップでNMDが登場します。 

 

 

  

NMD_R1 (NMD Runner) S79158 / S79159 ¥14,200 + 税(自店販売価格) 

 

 

   

NMD_R1 (NMD Runner) S79160 / S79161 / S79162 ¥13,200 + 税(自店販売価格) 

 

 

 



■NMD_R1(エヌ エム ディー アール ワン) ウィメンズ モデル                                 

 

  

NMD_R1 (NMD Runner W) S75234 / S75235 ¥13,200 + 税(自店販売価格) 

 

  

NMD_R1 (NMD Runner W) S79385 / S79386 ¥15,200 + 税(自店販売価格) 

 

  

NMD_R1 (NMD Runner W) S75230 / S75231 ¥15,200 + 税(自店販売価格) 

 

 



■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/ 

アディダス ブランドコアストア 渋谷／新宿／仙台／名古屋／大阪 

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/ 

 

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

AMERICAN RAG CIE ルクア大阪店   http://www.americanragcie.co.jp/ 

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

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

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

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

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

emmi 表参道ヒルズ店    http://emmi.jp/ 

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

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

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

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

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

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

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

UNITED ARROWS & SONS    http://www.unitedarrowsandsons.jp/ 

Undefeated 東京     http://undefeated.jp/ 

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

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

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

 

■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/ 
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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。 
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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／長谷川／倉田／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) 

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

