
ADIDAS x REIGNING CHAMP 2017 FW ATHLETICS

adidas ATHLETICS と REIGNING CHAMP のコラボレーションから誕生した

プレミアム・コレクションの 2017 年秋冬モデルが登場。

adidas のイノベーションと REIGNING CHAMP のクラフツマンシップがさらなる融合を遂げた今シーズンのコレクションは

シンプルながらも細部のディテールに至るまでこだわったアイテムを展開。

「エンジニアード・コンフォート」をコンセプトにした

格子状のジャカード素材を使用したアパレルが新たにラインナップ。

NFL スーパースター、ダック・プレスコットをはじめ、すべてのアスリートに洗練されたスタイルと快適さをもたらす。

「adidas ATHLETICS x REIGNING CHAMP」の 2017 年秋冬コレクションは

2017 年 8 月 5 日より順次発売予定。

REIGNING CHAMP
REIGNING CHAMP は、カナダ ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバーを拠点とするブランドで、アスリートのライフスタイルに不可欠とされるプレミアムなプロダク
トを展開。同社のブランド・プロセスの原動力は『Respect the details, Master simplicity.（＝ディテールを尊重し、シンプルさをマスターせよ）』という言葉にあり、シンプル、
クラシック、クリーン、タイムレス、そしてハンドクラフテッドという視点を重視した商品を開発している。

adidas ATHLETICS x REIGNING CHAMP
さらなる高みに到達したコラボレーション

2017年秋冬コレクション登場
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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、松本、三浦　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。

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



※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

ADIDAS x REIGNING CHAMP 2017 FW ATHLETICS

AARC JRSY SS M
￥5,490  + 税
裾のラウンドがスポーティーさを演出する
T シャツ。サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
商品番号 BR3461 / ストーン
商品番号 BR3462 / RC チョークメランジ

AARC FLC PANT M
￥11,500  + 税
腰リブの切り替えが特徴的なロングパンツ。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
商品番号 BR8385 / RC チョークメランジ
商品番号 BR8388 / ストーン

AARC PK PO M
￥23,000  + 税
特殊な編み機により縫製をシンプルに抑え
たプライムニットプルオーバーパーカー。
快適な着用感が得られるウール混素材を使
用。サイズ / M, O,  2XO
商品番号 CE9538 / RC チョークメランジ

アディダス ブランドコアストア 渋谷、アディダス ブランドコアストア 大阪、アディダス ブランドコアストア 六本木ヒルズ、アディダス ブランドコアストア 仙台
アディダス オンラインショップ

MEN’Sアパレル取扱店



ADIDAS x REIGNING CHAMP 2017 FW ATHLETICS

AARC FLC PO W
￥14,500  + 税
ダブルニット素材のロングスリーブスウェットシャツ。
サイズ / S, M, L, OT
商品番号 BR0513 / ストーン
商品番号 BR0510 / RC チョークメランジ

Alpha BOUNCE Reigning Champ
￥16,000 + 税
新たなランニングスタイルをもたらす BOUNCE 搭載
ランニングシューズ。 
メンズ：サイズ / 24.5 ～ 35.5cm
商品番号 CG5328 / チョークホワイト × ランニング
ホワイト × グレー TWO F17
ウィメンズ：サイズ / 22.0 ～ 29.0cm
商品番号 CG5329 / チョークホワイト × ランニング
ホワイト × グレー TWO F17

PureBOOST Reigning Champ
￥22,000  + 税
シームレスなアッパーを備えた BOOST TM フォーム搭
載ランニングシューズ。
サイズ / 24.5～33.0cm
商品番号 CG5330 / グレー TWO F17× チョークホワ
イト × ランニングホワイト

アディダス ブランドコアストア 渋谷、アディダス ブランドコアストア 原宿、アディダス ブランドコアストア 大阪、アディダス ブランドコアストア 名古屋
アディダス ブランドコアストア 広島、アディダス ブランドコアストア 六本木ヒルズ、アディダス ブランドコアストア 仙台、アディダス ブランドコアストア 福岡

アディダス オンラインショップ、LITTLE UNION TOKYO

フットウェア取扱店

アディダス ブランドコアストア 渋谷、アディダス ブランドコアストア 大阪、アディダス オンラインショップ

WOMEN’Sアパレル取扱店

※価格の表記はすべて自店販売価格となります。
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