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リーボックが人気ロックバンド「04 Limited Sazabys」とコラボレーション

反発性と推進力が特徴の「ZIG KINETICA」からインスパイアされた新曲『Jumper』
シューズ発売日の 2 月 21 日（金）に配信＆ミュージックビデオ解禁！

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、アディダス ジャパン内）は、想像を超える
反発力と推進性を体感できる新モデル「ZIG KINETICA（ジグ キネティカ）」を 2020 年 2 月 21 日（金）に発売します。
発売を記念して、疾走感溢れるサウンドとキャッチーなメロディで絶大な人気を誇る 4 ピースロックバンド、「04 Limited Sazabys（フォーリミ
テッドサザビーズ）」とリーボックのスペシャルコラボレーションが実現しました。「04 Limited Sazabys」による、「ZIG KINETICA」からインスパイ
アされた書下ろし楽曲『Jumper』のミュージックビデオが、シューズの発売日と同日 2020 年 2 月 21 日（金）解禁、全世界で配信スタ
ートとなります。
また、44 足限定の「04 Limited Sazabys」スペシャルコラボレーションパックの発売、野外音楽フェス「YON FES 2020」のチケットが当たるキ
ャンペーンも実施します。
特設サイト＆ミュージックビデオ URL: https://reebok.jp/running/zig/04limitedsazabys/
■「04 Limited Sazabys」メンバーコメント
【楽曲『Jumper』について】
曲を作るにあたって、「ZIG KINETICA」の一番の特徴である“反発”という点を曲
に落とし込みたいと考え、“前向きな反発”という意味で、「後ろ向きの自分に
対する反発」をテーマにしました。人生は決断の連続で、毎回迷うことがあると
思いますが、どちらを選ぶかは、どちらでも良いと思います。でも、その時に迷う
時間がもったいないので、人生の分かれ道には瞬発力が必要だなと考えまし
た。
歌詞の中に、〈頭冴えたキミを乗りこなす〉という表現を使っているのですが、テ
クノロジーが搭載された「ZIG KINETICA」を履いて、どんどん前へ一歩踏み出そう
ということを表現しています。サビで、〈キミを連れ出す〉や〈キミと飛びたい〉と歌っ
ているのですが、この”キミ”は「ZIG KINETICA」のことを指しています。毎回人生
の決断のたびに迷ってしまうけど、「今は“キミ”がいるから大丈夫」、「いつも間
違えてばかりで“ジグザグ”で迷路みたいだけど、これからは“キミ”が付いているか
ら大丈夫だよな」ということを書きました。そこをポイントに聴いてほしいですね。この曲を聴いている人々にも、決断を迫られる瞬間がもち
ろんあると思いますが、瞬発力をあげて、どんどん選んだ道を正解にするように進んでほしいなと思います。（GEN さん）

【「ZIG KINETICA」について】
初めてハイテクな感じのスニーカーを履いてみて、やっぱり軽くて動きやすいという感じ
がしましたね。オレンジ色が好きなので、デザインも僕は気に入っています。シンプル
なので、どんな人でも履きやすそうな色合いだと思います。（HIROKAZ さん）
純粋に見た目もかっこよくて、履いてみるととても軽く、履いて動いてみると本当に跳
ねる感じが伝わりました。ステージ上でジャンプすることも多いので、普段からシュー
ズも反発性や軽さを重視しています。（RYU-TA さん）
基本的に靴はスポーツ系のものをよく履くので、履き心地は違和感なく履けました。
僕は足幅が横に広いのですが、この靴は幅も広かったので、痛みもなくすんなり履く
ことができました。（KOUHEI さん）
【ミュージックビデオ撮影について】

照明や頭上から撮影しているカメラなど、近未来感のあるミュージックビデオに仕上がっていて、これまでの僕たちにはない新しい映像にな
っていると思います。トランポリンで飛び跳ねながら撮影された映像がとても面白かったです。照明のレーザーや、ムービングライトが良い感
じに映えていて良かったです。（HIROKAZ さん、RYU-TA さん）
「ZIG KINETICA」と同じように、テクノロジーが詰まっているセットだなと感じました。トランポリンと連動してライトの光が変動していたことに感
動しました。ムービングライトや、音量にあわせて光の色が変わるなど、全体的にハイテクな撮影でしたね。今後の僕たちのライブ演出でも
活かせそうで、新しいアイディアや可能性も貰うことができました。（GEN さん）
【「ZIG KINETICA」おすすめの着用シーンについて】
やっぱりライブに来るときにはピッタリだと思います。動きやすい上に頑丈なので、これからの季節何にでも使えそうですね。4 月は僕たちのフ
ェスもあるので、ぜひ履いてきてほしいです。44 足限定のスペシャルコラボレーションパックを履いてきたら、周りから羨望の眼差しを受けま
すよ。（笑）（GEN さん）
■「04 Limited Sazabys」について
2008 年名古屋にて結成の 4 ピースロックバンド。
メ ン バ ー は GEN （ Ba/Vo ） 、 HIROKAZ （ Gt ） 、 RYU-TA （ Gt/Cho ） 、 KOUHEI
（Dr/Cho）。2015 年に『CAVU』でメジャー進出。2016 年 4 月、バンド主催の野外フ
ェス「YON FES 2016」を地元・愛知県で初開催。2020 年 1 月より当日までゲストが明
かされない「MYSTERY TOUR 2020」を敢行、4 月 4 日・5 日に 5 回目となる野外フェ
ス”YON FES 2020”を開催する。
Official Website：https://www.04limitedsazabys.com/
Official Twitter： @04LS_nagoya
■「ZIG KINETICA」について
リーボックは、これまでも空気でフィット感を調整する「インスタポンプフューリー」を始め、パフォーマンスをより効率的に発揮させるため、独
自の斬新なテクノロジーを搭載したシューズを発表してきました。特に、2009 年にランニングシューズとして登場した初代「ZIG」は、アウトソ
ールのジグザグ形状が高い推進力を生み出すことから、 “ドーピングシューズ（＝反則）”と呼ばれ、あるマラソン大会では着用が禁止に
なるほど、高いパフォーマンス力を誇ったシューズです。「ZIG KINETICA」は、その「ZIG」をベースに、高い機能性とファッション性を兼ね備え
たアップデートモデルとして 2019 年 11 月にローンチされました。今までに IAN PALEY（イアン・ぺイリ―）、KENZO MINAMI（ケンゾー・ミ
ナミ）、BILLIONAIRE BOYS CLUB（ビリオネアボーイズクラブ）といったアーティストとのコラボレーションモデルが発売されています。
「ZIG KINETICA」の特徴である高い反発力と推進性は、独自の「ZIG Energy システム」に由来しており、フロートライドフューエル（高反
発フォーム剤）、エナジーシェル、エナジーバンドアウトソールをあわせた 3 層構造により、前に進む推進力のエネルギーロスを抑えることが
できます。また、ジグザグになっているアウトソールは高いクッション性を備えているだけでなく、13 度に開くことで、更に前に進む推進力を増
幅させることができます。

■「ZIG Energy システム」の仕組み

フロートライドフューエルフォーム
軽量性、クッション性、反発性を兼ね備えた
リーボック独自の EVA 素材

ZIG エナジーシェル
ミッドソールを包み込むことで、走行時の
安定性とミッドソールの耐久性を高める

ZIG エナジーバンド
高い伸縮性でミッドソールの動きに
しなやかに追従し、推進力を生み出す

キャンペーン情報
【リーボック直営店限定！コラボシューホーン&オリジナルポストカードプレゼント】
キャンペーン期間中にリーボック直営店（リーボック オンラインショップを除く）で「ZIG KINETICA」をご購入
いただいた先着 300 名の方に、「04 Limited Sazabys」コラボシューホーン（靴ベラ）＆オリジナルポストカ
ードをプレゼントします。メンバーの GEN さんは、「靴ベラも自分が持っていないので、欲しいものを作りたくて
作りました。コラボモデルの真っ白のシューズにあわせて、靴ベラはシルバーなどメタルがいいなと思って作りま
した。」とコメントしています。

【抽選で 4 組 8 名様に「YON FES 2020」チケットが当たるプレゼントキャンペーン】

▲ コラボシューホーン

2020 年 2 月 21 日（金）に発売される「ZIG KINETICA」をご購入いただいた方の中から、抽
選で 4 組 8 名様に、2020 年 4 月 4 日（土）・5 日（日）に開催される、「04 Limited
Sazabys」主催野外フェス「YON FES 2020」のチケット（上記開催日程のうち、ご希望の日程
の 1 日入場券）をペアでプレゼントします。さらに抽選で 10 名様に「04 Limited Sazabys」
が「ZIG KINETICA」を着用したオリジナルポスター（サイン入り）をプレゼントします。

楽曲配信情報


04 Limited Sazabys 『Jumper』（配信限定シングル）2 月 21 日（金）配信スタート
ダウンロード/ストリーミングはこちら
https://nippon-columbia.lnk.to/78QKUtEM

【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

商品概要

名称：ZIG KINETICA（ジグ キネティカ）
●品番/カラー：
［EH1724］ブラック/サンベイクドオレンジ/ビビッドオレンジ（写真左）
［EH1722］ブラック/ブラック/トゥルーグレー（写真中）
［EH2415］ホワイト/トゥルーグレー/ホワイト（写真右）
●サイズ：22.5cm～30.0cm、31.0cm（ユニセックス）
●自店販売価格：¥13,200（税込）
●発売日：2020 年 2 月 21 日（金）
●販売店舗：
・リーボック オンラインショップ（https://reebok.jp/running/zig/）
・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、
ららぽーと名古屋みなとアクルス）
・リーボック フィットハブ（ららぽーと EXPOCITY、博多キャナルシティオーパ、虎ノ門）
・ABC-MART 各店（一部取り扱いのない店舗もございます）/ スーパースポーツゼビオ（一部取り扱いのない店舗もございます）

【リーボックストア渋谷限定発売 44 足限定「04 Limited Sazabys」スペシャルコラボレーションパック】

名称：ZIG KINETICA（ジグ キネティカ）
●品番/カラー：［EH2415］ホワイト/トゥルーグレー/ホワイト
●サイズ：23.0cm～29.0cm（ユニセックス）
●自店販売価格：¥13,200（税込）
●発売日：2020 年 2 月 21 日（金）
●販売店舗：
・リーボックストア 渋谷
※44 足限定のため、全サイズとも数に限りがございます。予めご了承ください。
※コラボロゴ入りオリジナルシューレース＆キーホルダー、シューズバッグ付（右写真）
【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

