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アリアナ・グランデ/ジジ・ハディッド/レイ・シュリマー他、豪華セレブリティ総出演 

Reebok CLASSIC の 4つの定番・名作モデルの魅力を紹介 

2018年 1 月 19 日（金）より「ALWAYS CLASSIC」キャンペーンを開始 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

グローバルフィットネス ライフスタイルブランドのリーボック（所在地：東京都港区六本木一丁目 9 番 10 号）は、歴代の名作を

中心に展開するリーボックのカジュアルライン“Reebok CLASSIC（リーボック クラシック）”において、ブランドパートナーであるグローバ

ルアンバサダーが総出演する「ALWAYS CLASSIC」キャンペーンを 2018 年 1 月 19 日（金）より展開します。 

 

「ALWAYS CLASSIC」キャンペーンは、自分の思うがままに「CLASSIC」が意味するところを定義し、自らの個性や創造性で新境地に

チャレンジしようとするパイオニア（先駆者）たちを支持し、サポートするキャンペーンです。本キャンペーンでは、今日において独創

的、かつ創造的とされるビジョンを掲げながら、音楽やファッション、アートやカルチャーなどさまざまな分野で独自の世界観を表現す

るリーボック クラシックが擁するパイオニアたちも本キャンペーンに登場します。ポップミュージック界でスーパースターとなった Ariana 

Grande（アリアナ・グランデ）、国際的に活躍するスーパーモデルでスタイルアイコンとしても知られる Gigi Hadid（ジジ・ハディッ

ド）、ヒップホップデュオの Rae Sremmurd（レイ・シュリマー）、モデルの Sharina Gutierrez（シャリーナ・グティエレス）、スタイルア

イコンのTeyana Taylor（テヤナ・テイラー）、ラッパーの Lil Yachty（リル・ヨッティ）、グラフィティアーティストの Felipe Pantone（フェ

リペ・パントン）、および Sany（サニー）、 そして K-POP 界にセンセーションを巻き起こしつつある Somi（ソミ）といったグローバル

に活躍する、今、最も勢いのあるアンバサダーたちが「ALWAYS CLASSIC」キャンペーンに参加します。 

 

また、本キャンペーンでは、リーボック クラシックの「クラシック」を最も体現する 4

つの定番・名作モデル「CLASSIC LEATHER（クラシックレザー）」「FREESTYLE HI

（フリースタイルハイ）」「CLUB C（クラブC）」「WORKOUT PLUS（ワークアウト

プラス）」をフィーチャーし、彼らのスタイルを表現します。これらの商品は、1980

年代登場時には、ランニングシューズやフィットネスシューズとしてアスリートに支

持されたモデルでありながら、一方で、そのデザイン性の高さから流行に囚われ

ることのないファッションアイテムとして、今もなお色あせない魅力で、時代ごとの

スタイル、個性を生み出しているモデルです。 

 

【PRESS RELEASE】 
報道関係各位 

 

CLASSIC LEATHER（クラシックレザー）など、 完全復刻版モデルも登場 

http://reebok.jp/


 

 

 

 

 

1 月 19 日（金）からのキャンペーンスタートに合わせ、リーボック クラシックが誇るこれら 4

つの定番・名作モデルをスタイルに取り入れた彼らが、自身の「クラシック」の定義について語

る豪華スペシャルムービーも解禁となります。 

 

さらに、本キャンペーンにあわせ、定番モデル「CLASSIC LEATHER（クラシックレザー）」

「FREESTYLE HI（フリースタイルハイ）」「CLUB C（クラブ C）」などを当時のディティールのま

ま完全復刻した限定モデル「アーカイブパック」も 1 月 19 日（金）より発売します。 

 

「ALWAYS CLASSIC」キャンペーンでは、1 月 19 日（金）のスペシャルムービー公開後、リー

ボック クラシックオフィシャル SNS アカウント上にて、その後も定期的に彼らと名作モデルを掛

け合わせた、ここでしか見ることの出来ない動画や画像などの投稿も行われるほか、2018

年春夏シーズンを通して、今後もさまざまなスペシャルコンテンツを展開する予定です。 

 

 

キャンペーンサイト&SNS詳細                                                                   

≪公開日 1 月 19日（金）～≫ 

■キャンペーンサイト URL：http://reebok.jp/classic/alwaysclassic/  

■スペシャルムービー動画 YouTube URL：https://youtu.be/L-EM4ndaMaU 

 

 

 

 

 

 

 

 

■スペシャル SNS投稿 

リーボック クラシックオフィシャル SNS アカウント上にて、下記アンバサダーの動画コンテンツがアップされます。 

≪第一弾投稿：1 月 19（金）～30 日（火）まで≫ 

【Twitter】@ReebokCLASSICjp：https://twitter.com/ReebokCLASSICjp/ 

【Instagram】@Reebokclassicjp：https://www.instagram.com/reebokclassicjp/ 

【Facebook】@Reebokclassicjp：https://www.facebook.com/ReebokClassicJapan/ 

 

≪投稿アンバサダー一覧（予定）≫ 

・Ariana Grande（アリアナ・グランデ）/歌手 

・Gigi Hadid（ジジ・ハディッド）     /モデル  

・Teyana Taylor（テヤナ・テイラー） /モデル 

・Lil Yachty（リル・ヨッティ）      /ラッパー 

・Rae sremmurd（レイ・シュリマー）/ラッパーデュオ 

・Somi（ソミ）                 /モデル・歌手 

・Sharina Gutierrez（シャリーナ・グティエレス）/モデル 

・Felipe Pantone&SANY（フェリペ・パントン＆サニー）/アーティスト 

 

http://reebok.jp/classic/alwaysclassic/
https://youtu.be/L-EM4ndaMaU
https://twitter.com/ReebokCLASSICjp/
https://www.instagram.com/reebokclassicjp/
https://www.facebook.com/ReebokClassicJapan/


 

 

 

 

 

Reebok の名作シューズ紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1983年にランニングカテゴリーからリリースされた「クラシックレザ

ー」。サイドパネルに切り替えを施してシンプルにデザインされ

たアッパーに対し、当時、高級天然皮革であるガーメントレザ

ーを採用することで、高いフィッティングと優れたグリップ性能を

実現させたモデル。30 年以上経った現在でも世界中で高い

人気を集め、リーボック クラシックが誇るレトロランニングモデ

ルの代表として、近年ではさまざまなブランドやショップとのコラ

ボレーションモデルも登場している。 

1985 年にテニスシューズとして誕生した「CLUB C」は、モデル

名にある“C”が Champion の頭文字”C”を意味し、発売当

初は「クラブチャンピオン」という名前で親しまれていたモデル。

高いフィッティング性と優れたグリップ性により、テニスコート上

でアスリートたちを魅了した。また、そのスマートでクラシックな

デザイン性からストリートシーンでのファッションアイテムとしても

人気を博している。 

1982 年に世界初の女性用フィットネスシューズとして発売さ

れ、一世を風靡したモデル。当時、スポーツシューズでは画期

的だった高級ガーメントレザーをアッパーに使用し、革のなじ

みによるフィット感を実現。縫い目の少ないシンプルで女性ら

しいデザインは、当時、ニューヨークのウォール街で働くキャリア

ウーマンが最先端のスタイルとして通勤時に着用したことから

も人気に火がついた。発売当時、54ドル11セントで売られて

いたことから、54.11（フィフティーフォーイレブン）の愛称で呼

ばれていたことも。  

名作モデル概要 

CLASSIC LEATHER（クラシックレザー） 
 

CLUB C（クラブ C） 
 

1987 年にリリースされ、発売当時はメンズのフィットネスシュー

ズとしての認知を獲得していた。しかし、サイドに施された H

型のストラップにより、安定したフィット感と俊敏な動きにも対

応するグリップ性の良さから、あらゆるワークアウト用途で使用

されるようになり、クロストレーニング専用モデルとして人気を

博したモデル。90’sのスケートシーンにおいても数多くのスケー

ターに愛用された 1 足。 

WORKOUT PLUS（ワークアウトプラス） 

CLUB C（クラブ C） 
 

FREESTYLE HI（フリースタイルハイ） 



 

 

 

 

「アーカイブパック」商品概要                                                                  

名称：CLASSIC LEATHER ARCHIVE（クラシックレザー アーカイブ） 

自店販売価格：13,000 円（税抜） 

サイズ：22.5cm～30.0cm 

品番/カラー： [CM9670] ホワイト/カーボン/レッド/グレー 

[CM9671] ブラック/カーボン/レッド 

[CM0723] ソリッドグレー/ホワイト/パワーレッド/ブラック 

 

 

 

名称：CLUB C ARCHIVE（クラブ C アーカイブ） 

自店販売価格：12,000 円（税抜） 

サイズ：22.5cm～30.0cm 

品番/カラー：[CN0645] ホワイト/グレングリーン/エクセレントレッド 

[CN0646] ホワイト/カレッジネイビー/エクセレントレッド 

 

 

 

名称：Freestyle HI ARCHIVE（フリースタイルハイ アーカイブ） 

自店販売価格：13,000 円（税抜） 

サイズ：22.5cm～30.0cm 

品番/カラー：[CN0796] ホワイト/カーボン/レッド/グレー 

[CN0797] ブラック/カーボン/レッド 

 

 

 

名称：PRINCESS ARCHIVE（プリンセス アーカイブ） 

自店販売価格：9,990 円（税抜） 

サイズ：22.5cm～30.0cm 

品番/カラー：[CN0807] ホワイト/グレー/レッド 

[CN0808] ブラック/カーボン/レッド 

 

※アーカイブパックには、「WORKOUT PLUS（ワークアウトプラス）の復刻版はなく、 

女性向けモデル「PRINCESS（プリンセス）」の復刻版を発売します。 

 

■発売日： 

2018 年 1 月 19 日（金） 

■発売店舗： 

・リーボック オンラインショップ（reebok.jp）  

・リーボック クラシックストア（原宿、HEP FIVE、広島、ダイバーシティ東京、あべの HOOP、立川）  

・BEAMS原宿店 / BEAUTY&YOUTH 渋谷公園通り店 / BILLY'S ENT / KICKS LAB. / mita sneakers / Styles / UNDEFEATED  

その他、リーボック クラシック取り扱い店舗 

 

 

 

【読者、一般のお客様からのお問い合わせ先】 

リーボック アディダスグループお客様窓口  

  0570-033-033 （電話受付 平日 9:30～18:00）  

http://reebok.jp/ 

【報道関係者からのお問い合わせ先】  

  リーボック広報事務局（株式会社イニシャル内） 

  TEL: 03-6821-8054 （電話受付 平日 10:00～18:00） 

     FAX: 03-5572-6065  E-mail：reebok@vectorinc.co.jp 

  担当：佐藤・三木・宮田 
 

商品画像 

商品画像 

商品画像 
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