
 
 
 

 

 
2018 年 4 月 5 日 

アディダス ジャパン株式会社 
 

全米で 5 万人以上動員！世界でただ一つのマインドフルなトライアスロンイベントを

主催する WANDERLUST とのコラボレーションライン 

「WANDERLUST FESTIVAL COLLECTION」 
日本初、2018 年 4 月 5 日より発売開始 

 
http://shop.adidas.jp/wanderlust 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）は、世界中で人気を博しているアメリカ発祥のマインドフル・トライアスロンイベントをプロデュースする

「WANDERLUST（ワンダーラスト）」とのコラボレーションによる新コレクション「WANDERLUST FESTIVAL 

COLLECTION」を発表し、2018 年 4 月 5 日より日本で初めて発売いたします。 

 

2018 年春夏シーズン向けに、海の偉大さにインスピレーションを得て作られた本コレクションは、サーフファッシ

ョンのビンテージデザインにより、身体の自然な動きをフルサポートしています。また、「女性の選択によって変

化を起こす」事をテーマに、環境に配慮したリサイクル・プラスチック「Parley Ocean Plastic™（パーレイ・オー

シャン・プラスチック）」を採用。プラスチックを繊維に織り込むことで、環境改善に努めています。 

 

「WANDERLUST」に参加する女性からの要望に応えて考案された本コレクションのアイテムは、どれもアディダス

が誇る優れた機能性と、「WANDERLUST」の持つ冒険心に富んだ斬新さ、そしてヨガの世界観を表現しています。

本コレクションを通じて、ヨガ愛好家であるチェルシー・コーラスは、「 WANDERLUST」のミッションである“自

身の人生における真の豊かさ、迷いのない日々”＝”true north”を見つけています。 

 

■アディダス ウィメンズ シニアディレクター  アリソン・スチュアートのコメント 

「女性のお客様には環境保護問題に敏感な方が多く、今シーズン、「PARLEY FOR THE OCEANS（パーレイ・フォ

ー・ジ・オーシャンズ）」 とパートナーシップを組むことは、アディダスにとって非常に光栄なことです。本パー

トナーシップにより、お客様の日常だけでなく、地球環境にも変化をもたらすことのできる製品を提供できると考

えています。」 
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■WANDERLUST 共同 CEO  ショーン・ヘスのコメント 

「WANDERLUST は、自分自身を見つけるための活動、また、健康でインスピレーションに満ちた人生を送るサポ

ートをします。WANDERLUST と adidas が生み出す考え抜かれた快適な着心地のウェアは、ヨガに限らずランニン

グやアウトドア活動などあらゆる運動シーンで活用できるアイテムです。」 

 

■WANDERLUST インストラクター兼コレクションアンバサダー  チェルシー・コーラスのコメント 

「私にとってヨガは、生き方そのものであり、本来の自分に戻ることです。「Parley Ocean Plastic™」など環境保

護活動を促進する製品の購入を通し地球環境に貢献することは自分らしい生き方の一つなのです。」 

 

■2018 年春夏シーズン新コレクション展開商品について 

水をイメージした色彩と万華鏡デザインが特徴的なスポーツブラやタイツ、ワンジー等が、海の美しさと開放的な
気持ちを演出します。「WL P Yoga Sup」と「WL P Long Tight」は、海に流される前に海岸や沿岸地域から回収さ
れた廃棄プラスチップのリサイクル材「Parley Ocean Plastic ™」を使用しています。 
 

【WL P Yoga Sup（ ワンダーラストパーレイ ヨガ サップ)】 

高めのネックラインと体のラインを美しく見せるカラーブロックのディテールが特徴的な速乾仕様のクロップド丈
のトップス。（パッド無し） 

 

モデル NO ：EVH93 

アーティクル NO ：CV4711（ブラック/チョークパール S18） 

販売価格 ：6,990 円＋税 

サイズ展開 ：J/S, J/M, J/L, J/OT 

 

 

【WL P Long Tight（ワンダーラスト パーレイロングタイツ）】 

クロップトップに合うハイウェストのタイツは、ネイビーブルーのストライプと速乾素材が SUP YOGA（サップヨ
ガ）などのあらゆる運動シーンに対応します。 

 

モデル NO：EVH98 

アーティクル NO：CW1659（レジェンドインク F1） 

販売価格：7,990 円＋税 

サイズ展開：J/S, J/M, J/L, J/OT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
【WL Onesie（ワンダーラスト ワンジー）】 

大きめのアームホールとショート丈レングスで、スポーツブラ・タイツとのコーディネートをお洒落に演出。ウェ
ストには紐が付いており、シルエットの調整が可能なアイテムです。 

モデル NO：EVI17 

アーティクル NO：CV4717（ブラック）、CW1671（ミディアムグレー

ヘザー） 

販売価格：8,690 円＋税 

サイズ展開：J/S, J/M, J/L, J/OT 

 

 

【WL Halter Bra（ワンダーラスト ホルターブラ）】 

逆立ちやカウンターバランスなどで思い切ったポーズにも挑戦できる、リサイクルポリエステル製のホルターブラ。
外側にソフトなゴムが使用されたミディアムサポートのハイネック仕様が快適な着け心地を実現します。メッシュ
パッド内蔵タイプで、ストラップに美しく繊細なディテールが施されています。 

モデル NO：EVH90 

アーティクル NO：CV4709（ブラック/チョークパール S18）CW1648

（ハイレゾブルー S18/レジェンドインク F17） 

販売価格：6,990 円＋税 

サイズ展開：JSA, JMA, JLA, JOTA, JSC, JMC, JLC, JOTC 

AB カップ用（S, M, L, OT ） 

CD カップ用（S, M, L, OT ） 

 

【 商品取扱店舗 】 ■アディダス オンラインショップ http://shop.adidas.jp/wanderlust 

 

 

■WANDERLUST とは 

WANDERLUST には、街中や公園、海沿いなどで開催する 1DAY イベント「WANDERLUST 108」と、リゾート地や

パワースポットなど数日間に渡り開催する「WANDERLUST FESTIVAL」があります。 

共に、ヨガを中心に音楽やスポーツを通して、自分のココロやカラダと向き合い、自分を思いっきり開放できるプ

ログラムで構成されています。個人が自らの進むべき方向である“TRUE NORTH”（進むべき方向・目指すべき到達

点・従うべき指針）を見つける手助けをし、ヨガやメディテーションといったマインドフルな活動の実施を介した

コミュニティーを築くことによって一人一人のココロとカラダの健康と幸せを育み、世の中をポジティブな方向に

向かわせる事を目指しています。 

 

■WANDERLUST108 とは 

「WANDERLUST108 」とは、RUN・YOGA・MEDITATION の 3 つのアクティビティで構成されている世界でただ一

つのマインドフルなトライアスロン。競い合いではなく、一体感から得る真の幸福、ありのままでいる心地よさを

感じていただく誰もが参加できるイベントです。 

社会や日々の喧騒から内面を解放し、本来のピュアで無邪気なありのままの自分”インナーチャイルド”（子供の頃

の記憶・心情・感情）に光を当て、無限の可能性を引き出す１day イベントとなります。 

2009 年にカリフォルニアから始まり、ニューヨーク、マイアミなどのアメリカ各地に加え、メキシコ、チリ、 

ドイツ、スイスなどこれまでに全 17 ヶ国 60 都市で行われており、世界中で旋風を巻き起こしています。 

https://www.facebook.com/wanderlust 

https://www.instagram.com/wanderlustfest  
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■WANDERLUST 108 YOKOHAMA （ワンダーラスト・ワンオーエイト・ヨコハマ）概要 

世界中で人気を博しているアメリカ発祥のマインドフル・トライアスロンイベント「WANDERLUST 108」が 

2018 年 6 月 17 日（日）、「WANDERLUST 108 YOKOHAMA」として日本に初上陸いたします。 

 

イベントタイトル：WANDERLUST 108 YOKOHAMA （ワンダーラスト・ワンオーエイト・ヨコハマ） 

日時：2018 年 6 月 17 日（日）開場/9:00、受付 9:00～、RUN/10:30～、YOGA/11:45～、 

   MEDITATION/13:00～、WORKSHOP/13:30～ (※WORKSHOP は要予約） 

場所  ：横浜赤レンガ倉庫イベント広場特設会場 

チケット情報 ：一般販売（先着販売）  7,560 円(税込) 各プレイガイドにて先着販売 

2018 年 4 月 12 日（木）11:00～ 6 月 14 日（木） 

 ※参加特典としてオリジナルファンダナをプレゼント 

（当日会場内受付でのお受け取りとなります）    

※雨天決行・荒天中止※お一人様 4 枚まで購入可※13 歳以上有料 

お問い合わせ先： 0570-550-799（キョードー東京）※平日： 11 時～ 18 時  土日祝： 10 時～ 18 時 

support@wanderlust.com 

オフィシャル HP ：https://wanderlust.com/ja/108-events/yokohama/  

INSTAGRAM ：@wanderlustfest_jp 

FACEBOOK ：@wanderlustjpn 

 

■「WANDERLUST FESTIVAL COLLECTION」キャンペーンについて 

日本での「WANDERLUST FESTIVAL COLLECTION」発売を記念して、対象商品をお買い上げの方の中から抽選で 25

組 50 名様に「WANDERLUST 108 YOKOHAMA」のチケットをプレゼント。横浜赤レンガで開催される日本初上陸と

なる今回のイベントへご招待いたします。 

 

＜キャンペーン概要＞ 

・キャンペーン期間 ： 2018 年 4 月 5 日(木)15:00 ～ 4 月 12 日(木) 23:59 

・応募方法  ：  アディダス  オンラインショップ、対象商品を上期間内に購入。抽選で 25 組 50 名様に

「WANDERLUST 108 YOKOHAMA」のチケットプレゼント 

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

 

■adidas と PARLEY FOR THE OCEANS（パーレイ・フォー・ジ・オーシャンズのパートナーシップについて 

2015 年 4 月、adidas は海洋の美しさと脆弱性について認識を高める目的で設立された組織「PARLEY FOR THE 

OCEANS（パーレイ・フォー・ジ・オーシャンズ）」とのパートナーシップを発表しました。adidas は創設メンバ

ーの一員として Parley による教育・コミュニケーションに関する数々の取り組みに加え、海洋のプラスチック汚染

を終わらせることを目指した包括的な海洋プラスチック・プログラムである「A.I.R.」＝「Avoid（回避）」＋

「Intercept（捕獲）」＋「Redesign（再設計）」をサポートしています。 

www.adidas.com/us/parley  

 

 

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、山下 

TEL：03-6862-6688 FAX：03-5572-6065 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 営業時間：月～金 9：30～18：00 

 

mailto:support@wanderlust.com
http://shop.adidas.jp/wanderlust
http://www.adidas-group.com/en/media/news-archive/sustainability-news/2015/adidas-group-announces-new-partnership-parley-oceans-and-launche/
http://www.adidas-group.com/en/media/news-archive/sustainability-news/2015/adidas-group-announces-new-partnership-parley-oceans-and-launche/
http://www.adidas.com/us/parley

