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アーティスト SWAY 率いるクリエイティブ集団 N0IR と 2 度目のコラボレーション
デイリーユースにもフィットネスシーンにも活躍するアパレルアイテムが登場
「Reebok CLASSIC×N0IR」 2019 年 12 月 14 日（土）発売

グローバルフィットネス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、人気グループ「DOBERMAN INFINITY」のメンバーであり、アー
ティスト、俳優、クリエーターとして幅広く活躍する SWAY（スウェイ）率いるクリエイティブ集団、N0IR（ノアール）との 2017 年以来 2 年
ぶりとなるコラボレーションコレクション「Reebok CLASSIC×N0IR」を、2019 年 12 月 14 日（土）に発売します。また、コラボレーションを記
念して、SWAY 本人が登壇するキャンペーンイベントを実施します。
■「Reebok CLASSIC×N0IR」について
本コレクションは、2017 年の「Club C85 SWAY」以来、2 年ぶりとなる N0IR との 2 度目のコラボレ
ーションです。今作では、Reebok の「O（オー）」の部分が、N0IR のロゴで使用されている「ø
（ゼロ）」に替わった、特徴的なコラボレーションロゴをあしらった T シャツとナイロンパンツを発売し
ます。クリエイティブ集団として N0IR が掲げているコンセプト『0 が 1 になる瞬間、「0 to 1」』を基に、
「1」をリーボックのイニシャルである「R」に変え、「0 to R」をテーマとしてデザインされました。この「R」
には、リーボックのほかに“Revolution”の意味が含まれており、今回のコラボレーションアイテムをき
っかけに「自分の中で革命を起こせ」という強いメッセージも込められています。また、N0IR を率い
る SWAY 自身のトレーニングの経験から、「この商品を通じて体を動かすことの素晴らしさを知る
きっかけになって欲しい」という思いが詰まっています。「タイトに着るのも、オーバーサイズを選ぶの
もかっこいい、ジムでも街でもオシャレに着こなせるアイテムとなったと思う」と SWAY が語る今作は、
ファッションとフィットネスの融合を目指すリーボックを象徴するアイテムとして、幅広いジャンルのス

リーボックの「O」が、「ø」になった、
特徴的なコラボレーションロゴ

タイリングに取り入れることが出来ます。
■N0IR について
N0IR は、4MC+1Vocal による人気グループ「DOBERMAN INFINITY」のメンバーであり、俳優、クリエーターとして活躍する SWAY が率いる
クリエイティブ集団です。グループ名になっている｢N0IR｣とは、フランス語で黒を意味するワードであり、カラーコードで表すと｢#000000｣とな
ります。クリエイティブ集団として掲げている『0 が 1 になる瞬間（0 to 1）』というコンセプトは、｢0（ゼロ）｣から何かが生まれる瞬間こそ、
大切なはじめの一歩となることを示しており、「N0IR」の創作を支える根幹となっています。

■SWAY からのコメント
2017 年に初めてリーボックとコラボした「Club C85 SWAY」では、スニーカーのみの展開でしたが、今回、アパレルを作ったのは自分にとっ
て大きな挑戦でした。アパレルは元々あるモデルではなく“ゼロ”から作りました。セットアップのカラーリングのバランスを何パターンも用意
し、並べて、たくさん悩んだので、サンプルが上がってきたときは嬉しかったです。前作の CLUB C とも相性が良い仕上がりになりました！
タイトに着るも良し、オーバーサイズを選ぶも良しで、ジムでも街でもオシャレにかっこよく着こなせるアイテムとなったと思います。自分もト
レーニングが大好きなので、ジムでオシャレも出来るのはモチベーションが上がります！みなさんの“ゼロから”のお供としてお使いください！

キャンペーンイベント情報
リーボックは、今回のコラボレーションを記念して、N0IR を率いる SWAY 本人が登壇するインストアイベントと、SNS 投稿キャンペーンを 2019
年 12 月より実施します。

① 【インストアイベント】 SWAY MEET & GREET EVENT
コラボレーションアイテムの発売日である 12 月 14 日（土）に、Reebok Store Shibuya に SWAY 本人が来店し、MEET & GREET を行い
ます。今回、2017 年ぶりの 2 度目となるコラボレーションに込めた思いや背景などをお話しいただきます。またご参加いただいた方には、サ
イン入りポストカードをプレゼントします（先着 50 名）。
■日時：2019 年 12 月 14 日（土）

10:00～11:00 コラボレーションアイテム販売、整理券配布
11:00～12:00 SWAY MEET & GREET EVENT
■場所：Reebok Store Shibuya（渋谷区神南 1-20-17）
■内容：SWAY によるトークセッション＆握手会/サイン入りポストカードプレゼント
■参加方法：イベント当日 10：00 より、Reebok Store Shibuya にて、対象商品となるコラボレーションアイテムを販売します。対象商
品をご購入いただいた方先着 50 名様に、Meet & Greet イベント参加整理券を配布いたします。
■詳細：https://store.reebok.jp/blog/reebokstoreshibuya/16541
※12 月 14 日（土）のみ、Reebok Store Shibuya は 10:00 よりオープンとなります（通常は 11:00 オープン）。
※本イベントはオープンイベントとなり、イベント参加整理券をお持ちでない方もご観覧いただくことが出来ます。ただ、当日の状況によっ
ては観覧を制限させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

② 【SNS キャンペーン】 抽選で WORK OUT WITH SWAY にご招待
下記のキャンペーン期間中、リーボック クラシックの公式 SNS をフォローし、ご購入いただいたコラボレーションアイテムに、ハッシュタグ
「#ZEROtoR」を付けて SNS に投稿した方の中から、抽選で 30 名の方を、SWAY と一緒にトレーニング体験が出来るスペシャルイベント
「WORK OUT WITH SWAY」にご招待します。
■キャンペーン期間 : 2019 年 12 月 14 日（土）～2019 年 12 月 29 日（木）
■応募方法：
① ご購入いただいたコラボレーションアイテムの写真を、ハッシュタグ「#ZEROtoR」を付けて投稿
（※一点以上、商品写真および着用写真どちらでも可）
② Twitter または Instagram でリーボッククラシック公式アカウントをフォロー
● リーボッククラシック公式 SNS アカウント
・Twitter：https://twitter.com/ReebokCLASSICjp
・Instagram：https://www.instagram.com/reebokclassicjp
■「WORK OUT WITH SWAY」開催日時：2019 年 1 月 18 日（土）予定
■開催場所：都内トレーニングジム予定
■キャンペーン詳細：https://reebok.jp/classic/noir/
※当選された方には 2020 年 1 月上旬頃に Twitter の DM、または Instagram のメッセージ機能でお知らせいたします。

「Reebok CLASSIC × N0IR」商品概要

名称：SWAY SS TEE 1
●品番/カラー：［EJ8679］ブラック
●サイズ：J/S、J/M、J/L、J/O、J/XO、J/2XO（ユニセックス）
●自店販売価格：¥ 6,039（税込）

【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）
https://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：本名・岸本・佐藤・三木

名称：SWAY SS TEE 2
●品番/カラー：［EJ8680］ホワイト
●サイズ：J/S、J/M、J/L、J/O、J/XO、J/2XO（ユニセックス）
●自店販売価格：¥ 5,489（税込）

名称：SWAY TRACK PNT（スウェイ トラックパンツ）
●品番/カラー：［EJ8678］ブラック
●サイズ：J/S、J/M、J/L、J/O、J/XO、J/2XO（ユニセックス）
●自店販売価格：¥ 13,200（税込）
■発売日：2019 年 12 月 14 日（土）
■販売店舗：
・リーボック オンラインショップ（https://reebok.jp/classic/noir/）
・リーボックストア 渋谷
・リーボック クラシックストア（原宿、HEP FIVE、ダイバーシティ東京プラザ、あべの HOOP、ららぽーと立川立飛、横浜ビブレ、名古
屋みなとアクルス）
・ZOZOTOWN（http://zozo.jp/shop/reebok/）
・NUBIAN
【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）
https://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：本名・岸本・佐藤・三木

