
内田 篤人 選手（フットボール）

「ADIDAS ATHLETICS（アディダス アスレチクス）」では、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 2017 年秋冬メンズモデルを発売い

たします。「24 時間、7 日間着たくなる」をコンセプトにした「ADIDAS24/7」

の 2017 年秋冬モデルは、ミリタリーテイストにインスパイアされたデザイ

ンやシルエットが特徴。さらに、アディダスならではのクラフトマンシップ

が息づいたディテールや、「ADIDAS24/7」から生まれた「TWNTY 4SVN」 のワー

ディングロゴなどを採用し、より洗練されたスタイルを実現しています。

ADIDAS24/7  MEN’S 2017 FW ATHLETICS

さらに、今シーズンは新素材「DELTA-SLX」を採用。「優れた形状維持機能

による常にフレッシュな着用感」「ハードに着用しても型崩れしにくい」「持

ち運んでバッグから出しても、シワになりにくい」などの特徴を備えた

「DELTA-SLX」により、常にスタイリッシュに「ADIDAS24/7」を着こなをす

ことができます。

「ADIDAS24/7」の 2017 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 2017 年 9 月上

旬より順次発売予定となります。

ハードに着用してもシワになりにくく、いつもフレッシュな新素材「DELTA-SLX」を採用

アディダス トゥエンティフォー セブン

「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

スポーツを愛するすべての人に向けたトレーニングウェア
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ミリタリーをコンセプトにしたウォームアップスーツ 防風性、透湿性に優れたCLIMASTORMを搭載

※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

©2017 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bars logo 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、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/247/

「DELTA-SLX」は、極細カール繊維が生み出す適度なストレッチ性、快適な柔軟性、耐スナッグ性を併せ持つ DELTAPEAK 素材に、高捲縮糸の SOLOTEX の 2 つの糸を組み合わせた新素材。
「優れた形状保持機能による常にフレッシュな着用感」「ハードに着用しても、型崩れしにくい」「持ち運んでバッグから出しても、シワになりにくい」などの特徴を備えています。

DESIGN &DETAIL

WORDING
ADIDAS24/7 を表したワー
デ イ ン グ ロ ゴ「TWNTY 
4SVN」を左袖に配置。夜間
の視認性を確保するためにリ
フレクトプリントを採用。

PROTECTION
アスリートの必需品である
バックパックの使用を想定
し、肩には耐久性の高いタフ
タ素材を採用。

STYLING
前後差のあるラウンドテール
がスポーティーさを強調。ト
レンドのテーパードパンツに
より、新しいウォームアップ
スーツのスタイルを提案。

DESIGN &DETAIL

CRAFTMANSHIP
ADIDAS ATHLETICS のマン
トラを落とし込んだスリーブ
ポケットを左袖に配置。右胸
に「TWNTY 4SVN」の リ フ
レクトプリント。

PROTECTION
防風性を考慮し、高めに設計
された襟を採用。見た目にも
暖かく優れた保温性を発揮す
る OPTCENSOR を背面上部
に配置。

STYLING
ミリタリーにインスパイアさ
れたスタイル。袖にはマント
ラ入りのジップファスナー、
裾・袖にはリブを使用しス
ポーツらしさを演出。

M ADIDAS24/7
ハイブリッドウォームアップ
ジャージジャケット
¥8,990  + 税
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
優れた吸汗性、透湿性、速乾性により快適でド
ライな衣服内環境を維持する CLIMALITE 搭載。

商品番号 CD2885
カレッジネイビー （写真）
商品番号 CD2883
ブラック
商品番号 CD2886
トレースオリーブ F17 
商品番号 CD2887
グリーンナイト F17 

M 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
優れた吸汗性、透湿性、速乾性により快適でド
ライな衣服内環境を維持する CLIMALITE 搭載。

商品番号 CD9653
カレッジネイビー  （写真）
商品番号 CD9652
ブラック
商品番号 CD9654
トレースオリーブ F17 
商品番号 CF9613
グリーンナイト F17 

M ADIDAS24/7
ウインドフルジップパーカー

（裏起毛）
¥9,990  + 税
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
優れた防風性と透湿性兼ね備え、雨や風からア
スリートを守り快適な衣服内環境を維持する
CLIMASTORM 搭載。

商品番号 CD2894
カレッジネイビー  （写真）

商品番号 CD2893
ブラック商品番号 CD2895
トレースオリーブ F17 
商品番号 CD2896
グリーンナイト F17 

M 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
優れた防風性と透湿性兼ね備え、雨や風からア
スリートを守り快適な衣服内環境を維持する
CLIMASTORM 搭載。

商品番号 CD9656
カレッジネイビー  （写真）
商品番号 CD9655
ブラック
商品番号 CD9658
トレースオリーブ F17 
商品番号 CF9614
グリーンナイト F17 
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