
 

 

 

 

2018 年 3 月 23 日 

リーボック 
reebok.jp 

90 年代ファッション×ボリュームソール 

今季のトレンドスニーカー「DMX FUSION」にモノトーンカラーが登場 

2018 年 3月 30日（金）より発売 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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、2018 年登場の新モデル「DMX 

FUSION（ディーエムエックス フュージョン）」に新しいカラーラインアップを追加し、2018 年 3 月 30 日（金）より発売します。 

 

2018 年春夏シーズンより登場した「DMX FUSION」は、1997 年に初めてリー

ボック独自のクッショニングテクノロジー「DMX Moving Air Technology」を搭載

し、90 年代のハイテクスニーカーブームを牽引した「DMX RUN 10（ディーエム

エックス ラン 10）」の DNA を引き継ぎながら、デザインをより現代的なフォル

ムへと進化させた新しいモデルです。2018 年 2 月 24 日（土）に発売した

「DMX FUSION」のファーストモデルは、当時の「DMX RUN 10」と同じカラーリン

グで発売しましたが、今回新たにホワイト、ブラックのモノトーンカラーが登場し

ます。ベースカラーはベーシックながら、シューレースとヒール部分には当時の

「DMX RUN 10」でも使用されていた”ネオンチェリー”という 90 年代のポップカ

ラーをアクセントに使用しています。 

 

 

 

2018 年春夏のコレクションで、数多くのハイブランドがボリュ

ームのあるフォルム、特にソールにボリュームを持たせたスニ

ーカーを打ち出しており、ファッション界を席巻しています。ま

た、90 年代ファッションも引き続きのトレンドであることから、

90 年代の要素を取り入れつつ、ボリュームのあるソールが

特徴の「DMX FUSION」は、まさに今季のファッションアイテム

として要注目のスニーカーです。 

 

【PRESS RELEASE】 
報道関係各位 

 

90 年代のハイテクスニーカーブームを牽引した「DMX RUN 10」 

このモデルに使用されているカラーが「ネオンチェリー」 

参考：2018 年はボリュームスニーカーがトレンドに 

http://reebok.jp/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●名称：DMX FUSION NR（ディーエムエックス フュージョン NR） 
●概要：モノトーンカラーをベースにシューレースとヒール部分にはアクセントとして「ネオンチェリー」カラーを使用 

●自店販売価格：15,000 円（税抜） 

●サイズ：23.5cm〜30.0cm（※ユニセックスモデル） 

●品番/カラー：[CM9643] ブラック/ホワイト/ネオンチェリー [CM9644] ホワイト/ネオンチェリー 

●発売日：2018 年 3 月 30 日（金） 

●販売店舗： 

・リーボック オンラインショップ（http://reebok.jp/classic/dmx/） 

・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、ららぽーと立川立飛、横浜ビブレ）  

・417EDIFICE / atmos / BEAMS 原宿 / BILLIONAIRE BOYS CLUB TOKYO / BILLY'S ENT / emmi / KICKS LAB. / SHEL’TTER  

Styles / UNDEFEATED / アディダス・リーボック フットショップ 藤井大丸 / 伊勢丹新宿本店 メンズ館 

 

 

 

 

●名称：DMX FUSION CI（ディーエムエックス フュージョン CI） 
●概要：トーナルなアッパーにオフホワイトのミッドソールと半透明のアウトソールのコンビネーションとなった”Chalk and Ice（チョーク  

アンド アイス）”パック 

●自店販売価格：15,000 円（税抜） 

●サイズ：23.5cm〜30.0cm（※ユニセックスモデル） 

●品番/カラー：（写真左から）  

[CM9651] スタークグレー/ブラック/ホワイト/チョーク 

[CN0679] ペールピンク/ホワイト/チョーク/ブラック 

[CM9650] ブラック/ホワイト/チョーク 

●発売日：2018 年 4 月 1 日（日） 

●販売店舗： 

・リーボック オンラインショップ（http://reebok.jp/classic/dmx/） 

・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、ららぽーと立川立飛、横浜ビブレ）  

・atmos / BILLY'S ENT / ESTNATION / KICKS LAB. / SHEL’TTER / Styles  

アディダス・リーボック フットショップ 藤井大丸 

 

 

DMX FUSION 商品概要 

ホワイト/ブラック以外にもさまざまなカラーが登場！ 

http://reebok.jp/classic/dmx/
http://reebok.jp/classic/dmx/


 

 

 

 

 

●名称：DMX FUSION PI（ディーエムエックス フュージョン PI） 
●概要：トーナルなアッパーにペールトーン調のアイスソールを備えた”Pale Ice（ペール アイス）”パック 

●自店販売価格：15,000 円（税抜） 

●サイズ：23.5cm〜30.0cm（※ユニセックスモデル） 

●品番/カラー：（写真左から） 

[CN2341] パープルインク/ペールピンク 

[CN2342] ホワイト/ペールピンク 

[CN2343] ブラック/ペールピンク 

●発売日：2018 年 4 月１日（日） 

●販売店舗： 

・リーボック オンラインショップ（http://reebok.jp/classic/dmx/） 

・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、ららぽーと立川立飛、横浜ビブレ）  

・atmos / BILLY'S ENT / KICKS LAB. / Styles 

 

 

●名称：DMX FUSION TS（ディーエムエックス フュージョン TS） 
●概要：アッパーからソールにいたるまでワントーンのカラーリングを落とし込んだモデル 

●自店販売価格：11,000 円（税抜） 

●サイズ：23.5cm〜30.0cm（※ユニセックスモデル） 

●品番/カラー：（写真左から） 

[CN2209] ブラック/ホワイト/コール 

[CN2208] サンドストーン/ホワイト/ストーングレー 

[CN2207] スカルグレー/ホワイト/シャークグレー 

●発売日：2018 年 4 月１日（日） 

●販売店舗： 

・リーボック オンラインショップ（http://reebok.jp/classic/dmx/） 

・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、ららぽーと立川立飛、横浜ビブレ） 

・ASBEE / atmos / BILLY'S ENT / HULLE / KICKS LAB.  

mischief 伊勢崎ガーデンズ店 / S-Rush / Styles   

アディダス・リーボック フットショップ 藤井大丸  

アマゾン / 伊勢丹新宿本店 メンズ館 / おく田 / 靴の伊太利屋 BRUT  

シューマート / スタンドオン / 地球屋 

 

 

 

 

【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 
 

http://reebok.jp/classic/dmx/
http://reebok.jp/classic/dmx/
http://reebok.jp/

