
ADIDAS24/7  MEN’S 2016 FW ATHLETICS

ス ポ ー ツ シ ー ン で も オ フ シ ー ン で も 幅 広 く 着 こ な す こ と が で き る
「ADIDAS24/7（アディダス トゥエンティフォーセブン）」シリーズの 2016 年
秋冬メンズモデル が登場。

「24 時間、7 日間着たくなる」をコンセプトにした「ADIDAS24/7」の 2016
年秋冬モデルは、「COMMUTING（移動）」をテーマにしたデザインやディテー
ルを取り入れて独自の世界観を表現した新しいトラックスーツを展開します。
洗練されたシルエットのジャケットやパンツは、フォーカスカラーとしてホワ
イトを採用。さらに、アディダス「ATHLETICS」のメッセージを記したワーディ

アディダス トゥエンティフォー セブン

独自の世界観をもたらす新しいトラックスーツ

©2016 adidas Japan K.K. adidas and the 3-Stripes mark are trademarks of the adidas Group.

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：澤田、牧野（亮）、吉木　TEL：03-6862-6688　FAX：03-5572-6065　E-mail：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

商品情報・お貸出しに関するお問い合わせ先
アディダス スポーツパフォーマンス プレスルーム　TEL：03-6872-3993（土日祝除く、9:30～18:00）

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　営業時間：月～金 9：30～18：00

※通話料はお客様のご負担となります。予め、ご了承ください。　※品質向上のために通話内容を録音させていただいております。

adidas twitter 公式アカウント：@adidas_jp アディダス オンラインショップ : http://shop.adidas.jp/athletics/247/men/

ングがアクセントとしてデザインを際立たせます。
素材においても、適度なストレッチ性、快適な柔軟性、独特の高級感を兼ね備
えた「DELTAPEAK(R)」などを採用。あわせて、優れた吸汗速乾性を備えた

「climalite」や、防風性と透湿性を実現した「climastorm」などアディダス独
自のテクノロジーを採用し、快適さを高めています。

「ADIDAS24/7」の 2016 年秋冬メンズモデルは、アディダス直営店、アディダ
ス オンラインショップ、一部のアディダス取り扱い店にて 2016 年 9 月上旬よ
り順次発売予定です。 ※店舗により一部取り扱いのない店舗もございます。

「ADIDAS ATHLETICS（アディダス アスレチクス）」の使命とは、我々アディダスにとっての象徴である『badge of sport＝アディダスロゴ』に新たな価値、革命をもた
らしていくことにあります。「ADIDAS ATHLETICS」が表現していくのは、アスリートにとって大切なプレー前の集中するシーンやプレーの集中から解放されたシーン。
語られることのなかったアスリートのスポーツに対する姿勢や思いに焦点を当て、印象的かつ新鮮な視点で表現していきます。

ADIDAS ATHLETICS
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※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

ADIDAS24/7 
ウインドブレーカー ジャケット
¥8,990 + 税
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
※フードは襟に収納可能です。

ADIDAS24/7 
ウォームアップファンクショナルジャケット 
¥8,990  + 税
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
※フードは襟に収納可能です。

ADIDAS24/7 
ウォームアップストレートパンツ 
¥6,990 + 税
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

“移動”にインスパイアされた収納式パーカージャケット

ADIDAS24/7 
ウォームアップジャージジャケット
¥7,990 + 税
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

防風性、透湿性に優れたclimastorm搭載

ADIDAS24/7 
ウインドブレーカー パンツ
¥7,990 + 税
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

商品番号 AZ4770
ホワイト
商品番号 AZ4769
ブラック
商品番号  Z4771
オリーブカーゴ F16
商品番号 AZ4772
カレッジネイビー

商品番号 AZ4802
ブラック × ホワイト
商品番号 AZ4803
ブラック × ブラック
商品番号  AZ4804
カレッジネイビー × ホワイト

商品番号 AZ4778
ホワイト
商品番号 AZ4777
ブラック
商品番号  AZ4779
ダークグレイヘザー
商品番号 AZ4780
ブルー

商品番号 AZ4814
ブラック
商品番号 AZ4815
ダークグレイヘザー
商品番号  AZ4816
カレッジネイビー

デザイン & ディテール

WORDING
ADIDAS ATHLETICS のマン
トラをジャケットでは前胸部
と襟元収納式のフードに、パ
ンツは裾に配置。

PROTECTION
高めに設計された襟には収納
式フードがつき、雨風をよけ
つつスマートな着こなしを演
出。

STYLING
移動にインスパイアされたタ
イト目シルエットと、ラウン
ドテールによりスポーティー
さを強調。

ADIDAS24/7
ウォームアップテーパードパンツ
¥7,990 + 税
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

商品番号 AZ4774
ホワイト
商品番号 AZ4773
ブラック
商品番号  AZ4775
ダークグレイヘザー
商品番号 AZ4776
カレッジネイビー

商品番号 AZ4811
ブラック
商品番号 AZ4812
ダークグレイヘザー
商品番号  AZ4813
カレッジネイビー

デザイン & ディテール

CRAFTMANSHIP
自転車などによる移動を意識
し、パンツの裾をワンタッチ
でタイトにできるギミックを
採用。

PROTECTION
移動に欠かせない大容量の
バックパックにも対応する肩
のキルティングが、デザイン
のアクセントにも。

STYLING
高めの裏起毛襟は、スタイル
性だけでなく、移動を意識し
た機能性に優れたデザインを
採用。

袖と裾のリブがスポーティーな雰囲気を演出するジャケット
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