
 

 

 

＜報道関係各位＞ 

2016 年 8 月 12 日 

アディダス ジャパン株式会社 

 

adidas Originalsの伝統的なアーカイブと最先端テクノロジーが融合した一足 

8月18日「NMD」に新たな15モデルが登場 
パイオニアシルエット「NMD_R1」に加え、進化を遂げた「NMD_XR1」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 8 月 18 日（木）より「NMD_R1（エヌ エ

ム ディー アール ワン）」と「NMD_XR1（エヌ エム ディー エックス アール ワン）」から、合計 15 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、adidas Originalsの伝統的なアーカイブとBOOST™などの最先端テクノロジー

を融合させた一足。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」は、今回新たな素材やカラーバリエーションを纏った12モデルが登場。更に

新たなシルエットとなる「NMD_XR1」も3モデルが登場。ウィメンズモデルを含む合計15モデルの「NMD」が、ラインナ

ップに加わります。 

PRESS RELEASE 

  

http://adidas.jp/NMD/


■NMD_XR1（エヌ エム ディー エックス アール ワン）                               

 

NMD_XR1 BB1967 ¥17,990 + 税（自店販売価格） 

 

アディダス オリジナルスから、今までにないグリッチパターンのプライムニットを採用し、目を引くトーナルカラーの

アッパーにケージのパーツを用いて進化させた「NMD_XR1」が登場。「NMD」シリーズが持つデザインの美学を基調とし

ながら、シリーズ本来のデザインを忠実かつ緻密にアップデート。トーナルのオーバーレイパーツによって強調された、

グリッチパターンを施したフラットニットのアッパー。そしてヒールパッチにはプレミアムレザーを採用。トーナルカラ

ーのブランディングによって、「NMD」の哲学を体現したコンテンポラリーなスタイルに仕上げています。 

 

■NMD_XR1（エヌ エム ディー エックス アール ワン）                               

 

NMD_XR1 S32212 ¥17,990 + 税（自店販売価格） 

 

アディダス オリジナルスの DNA と最先端のテクノロジーが融合された革新的シリーズ「NMD」が、更なる進化を遂げ

新たな境地を切り開く。フットウェアの伝統を根底から覆し、クラシックスニーカーの要素に先進的なデザインの視点を

取り入れた、クリーンでモダンなデザインのニューシルエット「NMD_XR1」が完成。「NMD」シリーズが持つデザインの

美学を基調としながら、シリーズ本来のデザインを忠実かつ緻密にアップデート。トーナルのオーバーレイパーツによっ

て強調された 2 トーンパターンのマイクロリブニットアッパー。そしてヒールパッチにはプレミアムなヌバックレザーを

使用。印象的なカラーブロックのパーツとトーナルカラーのブランディングによって、「NMD」の哲学を体現したコンテ

ンポラリーなスタイルに仕上げています。 

 



■NMD_XR1 W（エヌ エム ディー エックス アール ワン ウィメンズ）                              

 

 

NMD_XR1 W BB3684 ¥17,990 + 税（自店販売価格） 

 

アディダス オリジナルスから、夏に向けてより軽快さを極めた「NMD_XR1」のウィメンズモデルが登場。クリーンな

ツートーンのマイクロリブニットが、オーバーレイのケージパーツを纏う「NMD_XR1」のシルエットに現代的なテイスト

を加えます。ホワイトのニットアッパーを基調としながら、「NMD」の特徴でもある TPU ヒールパッチにはプレミアムな

スウェード素材を採用。アッパーやパーツ全体をヴィンテージなホワイトで仕上げることで未来的なルックスを表現。夏

に向けて魅力的な一足が「NMD」の新たな扉を開きます。 

 

 

■NMD_R1 REFLECTIVE PACK（エヌ エム ディー アール ワン リフレクティブ パック）                 

 

 

NMD_R1 REFLECTIVE PACK S31505, S31506  ¥15,990 + 税（自店販売価格） 

 

「NMD」のパイオニアシルエット「NMD_R1」に、ユニークなツイストを加え大胆なアップデートを施した 

「NMD_R1 REFLECTIVE PACK（リフレクティブ パック）」が登場。アッパーには、暗闇でも人目をひくリフレクティブ

加工を施した、伸縮性のある特殊なメッシュ素材を採用。そこへ配したスリーストライプス、TPUのヒールユニット、

ホワイトとブラックで表現したヒールタブ、そして BOOST™のミッドソールに至るまですべてのパーツを完全にトーナ

ルで仕上げた比類なきデザイン。他とは一線を画する唯一無二の「NMD_R1」が完成しました。 

 



■NMD_R1（エヌ エム ディーアール ワン）                                    

 

NMD_R1 BB1968, BB1969, BB1970 ¥15,990 + 税（自店販売価格） 

 

 

NMD_R1 S31510, S31511 ¥14,990 + 税（自店販売価格） 

 

■NMD_R1 W（エヌ エム ディーアール ワン ウィメンズ）                                    

 

NMD_R1 W S76004, S76013 ¥14,990 + 税（自店販売価格） 

 

■NMD_R1（エヌ エム ディーアール ワン）                                    

   

NMD_R1 S31502, S31503, S31504 ¥13,490 + 税（自店販売価格） 

 

スリーストライプスのサクセスストーリーを継承すべく、革新的スタイルを持つ「NMD_R1」が新たに 3 カラーで登場。

「NMD」本来のスタイルを忠実に守りながら、ソックスのようにフィットする快適なサーキュラーニットに、トーナルの

スリーストライプスと TPU のヒールカウンター。そして BOOST™のミッドソールと EVA プラグインソールからなるソー

ルユニットは、全体をピュアホワイトで仕上げています。アディダス オリジナルスの美学をクリーンなモダンクラシック

へと昇華させ、ブラック、グレー、ネイビーの 3 カラーで登場。日本国内では ABC-MART にて限定発売。 



■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   

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

ACE Shoes 各店    http://www.aceshoes.net/ 

AMERICAN RAG CIE 新宿フラッグス店・ルクア大阪店 http://www.americanragcie.co.jp/ 

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

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

BILLY’S ENT 各店    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/ 

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

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

JOURNAL STANDARD 表参道   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/ 

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

 

※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。 

 

■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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http://shop.adidas.jp/originals/NMD/
http://zozo.jp/shop/adidas/
http://www.abc-mart.net/
http://www.aceshoes.net/
http://www.americanragcie.co.jp/
http://www.atmos-tokyo.com/
http://www.beautyandyouth.jp/
http://www.billys-tokyo.net/
http://edifice.baycrews.co.jp/
http://four-one-seven.jp/
http://www.edition-jp.com/
http://emmi.jp/
http://h-beautyandyouth.com/
http://isetan.mistore.jp/store/shinjuku/
http://journal-standard.jp/
http://store.kickslab.com/
http://www.mita-sneakers.co.jp/
http://www.nanouniverse.jp/
http://www.styles-tokyo.jp/
http://undefeated.jp/
http://www.rakuten.co.jp/uptown-deluxe/
http://www.urban-research.com/
http://www.adidas.com/originals/
http://adidas.jp/lookbook/originals/2015ss/
http://twitter.com/adiOriginals_jp
http://adidas.jp/originals/blog/
http://www.facebook.com/adidas
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。 
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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／小宮山／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) 
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