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adidas Originals のクラシックスニーカーの代表格をリローンチ 

「GAZELLE
ガ ゼ ル

」 

 
＃GAZELLE  #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 年秋冬シーズン、ヴィンテージスウェ

ードに、スリーストライプスを施したアイコニックなクラシックスニーカー「GAZELLE(ガゼル)」をリローンチいた

します。1960 年代に誕生した、歴史深い adidas Originals のクラシックスニーカーが、このたび生まれ変わって登場

します。 

 

 GAZELLE は、多目的に使用できるオールラウンド用トレーニングシューズとして 1960 年代に登場し、その後、  

あらゆる文化的スタイルによって、“再解釈”され、その歴史を重ねてきました。 

そしてこのたび、新作モデル「GAZELLE VINTAGE SUEDE PACK」を発売し、アディダス オリジナルスのクラシック

スニーカーの再来を告げます。オールオーバーのヴィンテージスウェードを施したデザインで、クラシックな雰囲気

に仕上げ、91 年に登場した GAZELLE を忠実に再現しています。スリーストライプス、シュータン、ヒールタブと   



ソールのくっきりとした白のコントラスト、また、シュータンとヒールタブに配されたトレフォイルロゴのブランド

アイコンによって、オーセンティックなスタイルで、その姿を現代に甦らせます。「GAZELLE VINTAGE SUEDE PACK」

は、9 月 8 日(木)より、バーガンディーとブルーの他、全 6 色を順次発売いたします。 

 

今回の GAZELLE のリローンチでは、イギリスのスーパーモデルのケイト・モスのグラフィックをキービジュアル

として起用した、グローバルキャンペーンを展開しています。1993 年に撮影された、ケイト・モスが GAZELLE を履

いている写真は、GAZELLE の真髄を物語る象徴的な一枚となっています。当時ライジングスターだった彼女のスタイ

ルが、ゆくゆく、“グランジスタイル”を世の中に定着させるきっかけともなった一枚です。このキャンペーンでは、

1993 年のケイト・モスの写真を、現代のアーティストたちが現代的に“再解釈”。歴史をキャンバスに、現代的な要素

をリミックスし、新たな時代のクリエイティブを創り出しています。 

「歴史をあそぶ。聖域など存在しない」という、GAZELLE のキーメッセージを表現し、さらに、ファッションに現代

的な“再解釈”をもたらします。 

 

アディダス オリジナルス グローバルデザイン統括本部長のニック・ゴールウェイは、「過去の記憶は、私たちが

未来を創造する時に、多大なインスピレーションをもたらします。」とコメントしています。「私たちは、GAZELLE

のリローンチによって、そのスタイルが本物であるかを明確にする、文化との関連性に目を向けています。」「ケイト・

モスはいつもアディダス オリジナルスブランドとつながりがあり、特に 90 年代の彼女の GAZELLE への愛情は、

GAZELLE がファッションやポップカルチャーに適応されていた証です。」ともコメントしています。 

さらに、ケイト・モスは、「GAZELLE は 90 年代に私たち皆が履いてた、トレーニングシューズ。当時も今も私は 

アディダス ガール」と語っています。 

また、今回 GAZELLE のリローンチをセレブレイトするため、様々な形で GAZELLE を表現します。 

 

■adidas Originals 「GAZELLE ART EXHIBITION @adidas Originals Flagship Store Tokyo」開催  

2016年9月10日(土)に開催される日本最大級のグローバル・ショッピング・イベント「VOGUE FASHION'S NIGHT OUT」

において、「adidas Originals GAZELLE ART EXHIBITION @adidas Originals Flagship Store Tokyo」を開催します。 

イベントでは、GAZELLEの1960年代から90年代の広告素材やカタログを、現代アーティストらが再解釈。過去の素材

に、現在と未来の要素を組み合わせることにより、GAZELLEの現代的アートピースを創作。ライブアートパフォーマ

ンスによって、クリエイティブが完成します。 

 

■共同開発モデル発売 

9 月 8 日(木)より、セレクトショップと共同開発した GAZELLE が登場します。 

UNITED ARROWS との共同開発「adidas Originals for UNITED ARROWS」より発売する「GAZELLE UA」は、アッパー

にグレーのヴィンテージスウェードを採用し、シュータンとヒールパッチには、グレーに静かに調和するホワイトを

カラーリング。スーツに合わせやすいカラーが特徴の一足に仕上がっています。また、メンズセレクトショップ

EDIFICE とウィメンズセレクトショップ IENA との共同開発「adidas Originals for EDIFICE/IENA」より登場する、

「GAZELLE EDIFICE/IENA」は、トーンが異なるベージュのスウェードを採用し、さらなるヴィンテージ感漂う雰囲

気を醸し出しています。 

 

■カスタマイズシューズサービス「mi GAZELLE」アップデート 

9月22日(木)には、カスタマイズシューズサービス「mi adidas(マイ アディダス)」で、自分だけの「GAZELLE」を

カスタマイズできる「mi GAZELLE」がアップデート。洗練されたカラーバリエーションと、厳選された特別なレザ

ーの追加により、mi GAZELLEは、作る人それぞれの可能性が発揮されるキャンバスとなります。 

 

1960 年代以降、アディダス オリジナルスのクラシックスニーカーの代表格として地位を築いた GAZELLE が今季、

境界線を恐れない自由な観点で、過去と現在、そして未来の要素をリミックスし、新たな現代的ストリートファッシ

ョンを提案します。 



■GAZELLE ART EXHIBITION @ adidas Originals Flagship Store Tokyo  

国内のみならず海外でも高い評価を受けているアーティストたちによる、ライブアートパフォーマンス。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■GAZELLE VINTAGE SUEDE PACKについて 

9月8日(木)より順次発売  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月22日(木)発売 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

※価格はすべて自店販売価格 

 

S76227 

9,990 円+税 

S76220 

13,990 円+税 

BB5491 

13,990 円+税 
BB5480 

9,990 円+税 

BB5482 

9,990 円+税 

BB5486 

9,990 円+税 

・イベントタイトル ：GAZELLE ART EXHIBITION @ adidas Originals Flagship Store Tokyo  

・開催日時 ：2016 年 9 月 10 日(土) 17 時～22 時 

2016 年 9 月 22 日(木・祝) 12 時～19 時 

・開催場所 ：adidas Originals Flagship Store Tokyo (東京都渋谷区神宮前 5-17-4 神宮前トーラス) 

入場無料 



・商 品 名    ：GAZELLE VINTAGE SUEDE PACK(ガゼル ヴィンテージ スウェード パック) 

・発 売 日    ：9 月 8 日(木) より順次発売開始  (BB5491・BB5480・BB5482・BB5486) 

         9 月 22 日(木)  (S76220・S76227) 

・発売価格   ：9,990 円＋税 (BB5480・BB5482・BB5486・S76227) 

13,990 円＋税 (BB5491・S76220) 

・主な取扱店舗 ：全国のアディダス オリジナルスショップ、 

全国のアディダス ブランドコアストア、 

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、 

※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 オンラインショップ http://shop.adidas.jp/originals/gazelle/ 、 

その他アディダス オリジナルス取扱い店舗、 

ABC-MART、ACE Shoes、 

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

 

 

■共同開発商品について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・商 品 名    ：adidas Originals for UNITED ARROWS「GAZELLE UA」 

・発 売 日    ：9 月 8 日(木) UNITED ARROWS にて先行発売 

         9 月 22 日(木)アディダス オリジナルスショップ、 

アディダス ブランドコアストア 渋谷/新宿/名古屋/仙台、 

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、 

アディダス オンラインショップ  

・発売価格   ：￥14,990 + 税 

・主な取扱店舗 ：UNITED ARROWS www.united-arrows.jp/  

          アディダス オリジナルスショップ、 

アディダス ブランドコアストア 渋谷/新宿/名古屋/仙台、 

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、                 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://shop.adidas.jp/originals/gazelle/
http://shop.adidas.jp/originals/gazelle/
http://zozo.jp/shop/adidas/
http://www.united-arrows.jp/
http://shop.adidas.jp/originals/gazelle/


 

 

 

 

 

 

・商 品 名    ：adidas Originals for EDIFICE/IENA「GAZELLE EDIFICE/IENA」 

・発 売 日    ：9 月 8 日(木) EDIFICE、IENA にて先行発売 

9 月 22 日(木) アディダス オリジナルスショップ、 

アディダス ブランドコアストア 渋谷/新宿/名古屋/仙台、 

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、 

アディダス オンラインショップ  

・発売価格   ：￥14,990 + 税 

・主な取扱店舗 ： EDIFICE http://edifice.baycrews.co.jp/ 

IENA http://iena.jp/ 

アディダス オリジナルス ショップ、 

アディダス ブランドコアストア 渋谷/新宿/名古屋/仙台、 

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、 

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

  

 

 

■mi GAZELLEについて 

カスタマイズシューズサービス「mi adidas(マイ アディダス)」で、自分だけの「GAZELLE」をカスタマイズできる「mi 

GAZELLE」がアップデート。 

伝統的なスウェードのアッパー部分を、バラエティ豊かなクラシックなカラーにカスタマイズすることが可能です。さ

らに、プレミアムタンブルレザー、スネークレザーの特別なレザー素材と、ネオンカラーが新しく追加されました。 

 

・商 品 名 ：mi GAZELLE 

・発 売 日  ：9 月 22 日(木) 

・発売価格 ：15,000 円＋税 

・U R L ：http://shop.adidas.jp/miadidas/ 

  

画像 

http://edifice.baycrews.co.jp/
http://iena.jp/
http://shop.adidas.jp/originals/gazelle/
http://shop.adidas.jp/miadidas/


 

■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 公式ツイッターアカウント 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/ 

 

■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。 

 

 

 

©2016 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：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 

 

アディダス ジャパン全般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) 

Tel：03-6862-6688 E-mail：adidas@vectorinc.co.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) 

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/
mailto:adidas@vectorinc.co.jp
mailto:adidas@vectorinc.co.jp

