
 

 
 
 
 

    2018 年 8 月 30 日    
アディダス ジャパン株式会社 

 
ヨガやフィットネスに着用可能な新たなアイテムも展開 

アディダスとMOUSSYによる 

共同開発第 4弾 新コレクションが登場 
2018. 9.6 (木)より発売開始 

 
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、株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開するファッ 

ションブランド MOUSSY（マウジー）との共同開発第 4 弾となる 2018 年秋冬シーズンの新コレクションを 2018

年 9 月 6 日（木）より発売いたします。 

 

アディダス ジャパンは 2020 年に向けて、女性が牽引しているスポーツ市場に着目し、多くの女性にスポーツの

魅力を伝え、女性向け事業を強化するため Women’s プロジェクトを展開。2017 年 2 月にローンチした adidas と 

MOUSSY の共同開発によるコレクションは、「一人でも多くの女性に、『スポーツに出会えて幸せ』と感じてもらう」

という使命を掲げています。トレンドに敏感で自分らしいライフスタイルとファッションを持ったパワフルな女性を

ターゲットに展開。ファッション視点からスポーツの魅力を伝えていくため、女性を輝かせるためのファッションを

提案する人気ブランド MOUSSY との共同開発の実現に至りました。adidas がもつ機能性と MOUSSY の高いファッ

ション性が融合した 2017 年春夏シーズンの第 1 弾コレクション、続く第 2 弾、第 3 弾のコレクションと、両社の

取り組みによる商品展開は瞬く間に話題となり、大きな反響を得ることとなりました。 

 

今回、第 4 弾コレクションとなる 2018 年秋冬シーズンは、ヨガやフィットネスウェアとしても着用できるクロッ

プドタンクトップ、adidas のスリーストライプスやビックロゴをあしらった、スポーツスタイルに取り入れられる

オーバーサイズのスウェットやパーカーなど、シーンにとらわれないアイテムがラインナップ。また adidas 独自の

『CLIMALITE（吸汗速乾機能）』を備え、機能性も高めたコレクションになっています。当コレクションは、アディ

ダス直営店、MOUSSY 直営店、各オンラインショップで 9 月 6 日（木）より順次発売いたします。 

  

【重要】情報解禁日時：2017年 2 月 8日（水）XX時 
※情報解禁日時の遵守にご協力お願いいたします。 
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【 adidas×MOUSSY：2018 秋冬 展開商品 】 

 

 ◆TANK TOP MSY 

ヨガやフィットネスウェアとしても着用できるパッド付きタンクトップ。トレンドのクロップド丈が、

どのボトムスともあわせやすいマストハブアイテムです。また同時発売の「TIGHTS MSY」とあわせる

ことで適度な肌見せコーデを楽しめます。更に、裾の ADIDAS レターと胸元のシルバー刺繍のロゴバ

ッジがアクセントになっています。素材は収縮性がありソフトで肌触りも良い DELTA PEAK を使用し、

着心地のよさと動きやすさの両方を提供します。 

 

自店販売価格：￥5,990＋税 

品番：DX1948(ﾌﾞﾗｯｸ)  

COLOR：BLK 

SIZE：J/S・J/M・J/L・J/OT 

発売日：9 月 6 日（木） 

 

 

 

 

 

◆LONG SLEEVE TSHIRTS MSY 

CLIMALITE (吸汗速乾機能)を備えたアディダスバッジオブスポーツのビッグロゴ T シャツ。 

シンプルなデザインの中に、ボデイーラインの出づらいルーズシルエットと、女性らしいドロップシ

ョルダーデザイン。首周りにはバイカラーリブを配しファッション性を高めています。 

 

自店販売価格：￥4,990 + 税 

品番：DV1303 (ﾌﾞﾗｯｸ) /DV1304（ﾎﾜｲﾄ） 

SIZE：J/S・J/M・J/L・J/OT  

発売日：9 月 6 日（木） 

 

 

 

 

 

◆BIG SWEAT MSY 

CLIMALITE (吸汗速乾機能)を備えたスポーツブランドならではのスウェットトレーナー。 

ワンポイントロゴ・アーム部分の 3 本線というシンプルなデザインの中に、オーバーサイズシルエッ

ト、女性らしいドロップショルダーデザインに加え、モックネックのような太めのリブなど細部にこ

だわったスウェットです。 

 

自店販売価格：￥8,990 + 税 

品番：DV1305（ﾌﾞﾗｯｸ）/DV1306（ﾄﾚｰｽﾏﾙｰﾝ F18） 

SIZE：J/S・J/M・J/L・J/OT  

発売日：9 月 6 日（木） 

 

 

 

  



 

◆HOODY SWEAT MSY 

厚手のコットン素材を使ったオーバーサイズシルエットのジップアップパーカー。袖はドルマンスリー

ブに仕上げ、いまどきのシルエットを実現させました。左手首のシルバー刺繍であしらったアディダス

ロゴがさりげない主張となっているお洒落な一枚。フード裏にはメッシュ素材を張り、レトロスポーテ

ィな雰囲気でスタイリングが楽しめます。また裾まわりの 3 ストライプスリブが存在感のあるデザイン

に。 

 

自店販売価格：￥11,000 + 税 

品番：DV1307 (ﾌﾞﾗｯｸ)/DV1308（ﾎﾜｲﾄ） 

SIZE：J/S・J/M・J/L・J/OT  

発売日：2018 年 9 月 6 日（木） 

 

 

 

 

 

◆TIGHTS MSY 

足が綺麗に見える、シルエットにこだわったスリムパンツ。太もも・お尻周りはゆったりさせ、膝下

から足首までを細めにしています。またソフトで肌触りが良く伸縮性がある Delta Peak 素材を使用す

ることで着心地の良さと動きやすさを実現しました。 ウエストバンドの ADIDAS レターと左もものシ

ルバー刺繍ロゴバッジがデザインアクセントになっています。 

 

自店販売価格：￥6,990 + 税 

品番：DX0640(ﾌﾞﾗｯｸ)  

COLOR：BLK 

SIZE：J/S・J/M・J/L・J/OT 

発売日：9 月 6 日（木） 

      

 

 

 

 

 

 ◆W LOGO STRAP BAG MSY 

ショルダーストラップやハンドル部分の”ADIDAS”ロゴが目を引くトートバッグ。ADIDAS ロゴのスト

ラップ部分にはヨガマットも収納できます。内側には鍵などの小物を収納できるメッシュポケットとタ

ブレットやノート PC を収納できる 13inch 用 PC ポケット。表地に高密で手触りのよいポリエステル素

材を使い、スムースで上品なシルエットで、街にもスポーツにも重宝するトートバッグです。 

 

自店販売価格：￥5,990＋税 

品番：DU0550 (ﾌﾞﾗｯｸ) 

SIZE：FREE 

発売日：9 月 6 日（木） 

 

 

 

 

 

  



 

【 商品取扱店舗 】 

 

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

 

 ■アディダス直営店 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 ストア新宿、 

    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 ストア六本木、 

    アディダス ブランドコア ストア大坂、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 ストア仙台、アディダス ブランドコア ストア福岡、 

    アディダス ブランドコア ストア二子玉川 ライズ S.C 

    アディダス ウィメン ストア有楽町 

 

 ■MOUSSY 直営店 全店 

 ■SHEL’TTER 直営店 全店 

 ■SHEL’TTER WEBSITE  https://www.ec-store.net/category/MOUSSY 

 

MOUSSY へのお問合せ 

報道関係者からのお問い合わせ先 

株式会社 バロックジャパンリミテッド 担当：中濱,長谷川  

 TEL：03-5738-5809 FAX：03-5738-5831   

E-mail： 中濱 fujie.nakahama@baroque-global.com 

E-mail： 長谷川 yumi.hasegawa@baroque-global.com 

アディダスへのお問合せ 

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、石川 

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 

 

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 
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