
 

 

 

＜報道関係各位＞ 

2017 年 8 月 18 日 

アディダス ジャパン株式会社 

 

90 年代の名作からインスピレーションを受けクラシックかつモダンに進化 

「EQT」から 15 のニューモデルが登場 
2017 年 8 月 24 日(木)より世界一斉発売 

 

#EQT  #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、2017 年 8 月 24 日 (木)より EQT シリーズの新たな

15 モデルを発売いたします。 

 

不可欠な要素だけ。飽くなき本質の追究。1991年、アスリートに最高のパフォーマンスを発揮させるために登場し「The 

best of adidas」と呼ばれ人気を博した「EQT」シリーズ。1991年に登場した「EQT Racing」や、1993年に登場した「EQT 

Support」といった名モデルからインスピレーションを受けつつ、現代のテクノロジーや新たなディテールによってより

モダンに進化を遂げたニューモデルが登場します。2017年1月に登場した「EQT Support 93/17」に加え、ウィメンズのニ

ューモデルとして「EQT Racing ADV」が今回新たに登場。adidasのクラシックな精神を忠実に受け継ぎ、妥協なくミニ

マルに仕上げられたニューモデルによって、EQTシリーズの新たなチャプターを迎えます。 

 

 

PRESS RELEASE 

  



＜主要商品情報＞ 

  

 

 

 

 

2017年秋冬シーズンに不可欠なカラーパレットを採用した2つの「EQT」ニューモデルが登場。EQTシリーズにおいて最

もコンテンポラリーかつ未来的なシルエット「EQT Support 93/17」からは、ニットテキスタイルアッパーを用いたニュー

エディションがラインナップに加わります。側面には刺繍のディテールを施し、象徴的なスリーストライプスが刻まれた

BOOSTのミッドソールを採用。さらにTPUのサポートパーツやヒールキャップ、そして帯状テープのスリーストライプス

によって完成されています。女性向けのウィメンズモデルからは、ニューシルエット「EQT Racing ADV W」が登場。刺繍

のディテールを施した伸縮性のあるストレッチニットをアッパーに採用。1993年に登場した「EQT Racing」からインスパ

イアされた非対称のシュータンやレーシングシステム、スリーストライプスの刻まれたEVAのミッドソールといったディ

テールが特徴的です。クリーンなアクアのカラーウェイと対照的なブラックのアクセントが際立ち、どんなシチュエーシ

ョンにも適した一足に仕上げられています。 

 

  

 

 

 

EQT Support 93/17 BY9509 

¥22,000 +税 (自店販売価格) 

※ユニセックスモデル 

EQT Support RF BY8783 

¥13,000 +税 (自店販売価格) 

※ユニセックスモデル 

EQT Racing ADV W BZ0000 

¥14,000 +税 (自店販売価格) 

※ウィメンズモデル 

EQT Support RF W BY9623 

¥13,000 +税 (自店販売価格) 

※ウィメンズモデル 



EQTシリーズのクラシックスタイルに新たなアプローチを加えることで、更なる洗練を遂げた2モデルがメンズ、ウィメ

ンズそれぞれに向けて登場。メッシュアッパーにスエードのパネルとオーバーレイパーツを組み合わせ、クラシックな90

年代のランニングスタイルにおける素材使いを施した「EQT Support RF」が登場。非対称的な巻き込み型のシュータンや

TPUのサポートパーツ、帯状テープのスリーストライプスなど、クラシックなディテールが随所に施されています。カー

ボンブラックのカラーウェイやヒール部分に施された刺繍のディテールによって、adidasのクラシックさがより際立った

デザインに仕上げられています。ウィメンズに向けた「EQT Support RF W」はメッシュアッパー、スエードパネル、シュ

ータンとクオーターパネルのローラーニットに絶妙なあしらいを施した一足。オリジナルモデル「EQT Support」の要素を

忠実に再現しつつ、オールブラックのアッパー、ホワイトのミッドソール、そしてターコイズカラーのコントラストが新

鮮な印象を与えます。 

 

 

 

■EQT Support ADV（monkey time 先行発売モデル）                                         

  

 

 

 

 

1993年に登場した「EQT Support」をモダンなシルエットへと進化させた「EQT Support ADV」。先進的スタイルで人気

を博すシルエットから、monkey timeにて先行発売となる2モデルが登場。スポーティーなメッシュとヌバックを組み合わ

せた快適なアッパーに、スリーストライプスが刻まれたホワイトカラーのEVAミッドソールを組み合わせ、サポート性を

高めるTPUのヒールパッチや帯状テープのスリーストライプスによって仕上げられています。コアブラックとランニング

ホワイト、モノトーンな2カラーで登場します。2017年8月24日(木)よりmonkey time各店にて先行発売、2017年8月31日(木)

より一般発売となります。 

 

 

上記の6モデルを筆頭に、合計15モデルのバリエーション豊かなEQTが、新たに2017年8月24日 (木)より登場いたします。 

 

 

EQT Support ADV CP9557 

¥16,000 +税 (自店販売価格) 

※ユニセックスモデル 

EQT Support ADV CP9558 

¥16,000 +税 (自店販売価格) 

※ユニセックスモデル 



■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・仙台・名古屋・広島 http://www.adidas.com/jp/stores/ 

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

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

 

ABC-MART 各取扱店     http://www.abc-mart.net/ 

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

BEAMS HARAJUKU     http://www.beams.co.jp/ 

BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS    http://store.united-arrows.co.jp/shop/by/ 

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

EDIFICE TOKYO・EDIFICE 新宿店    http://edifice.baycrews.co.jp/ 

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

ESTNATION      http://www.estnation.co.jp/ 

emmi      http://emmi.jp/ 

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

ISETAN HAUS     http://isetan.mistore.jp/store/other/isetanhaus/ 

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

LITTLE UNION TOKYO     http://littleunion-tyo.com/ 

monkey time HARAJUKU・OSAKA    http://store.united-arrows.co.jp/shop/mt/ 

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

UNDEFEATED     http://undefeated.jp/ 

 

 

※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 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/adidasJP/ 

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。 

 

 

©2017 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 

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

