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変化を重ねることが進化を生む。
ブランド遺伝子の突然変異により誕生した「OZWEEGO」
2019 年 8 月 8 日(木)より新たに 10 カラーが増殖

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)のストリートスポーツウエアブ
ランド「adidas Originals(アディダス オリジナルス)」は、
「OZWEEGO(オズウィーゴ)」のニューカラー、計 10 モデルを
2019 年 8 月 8 日(木)より新たに発売します。

2019 年 5 月に初登場し、世界中の限られたショップでのみ展開された新生「OZWEEGO」。ブランドの持つデザインエレ
メント(遺伝子)を意図的に組み替えることで計算された”突然変異”を開発背景に持ち、今までにない全く新しいスニーカー
として市場に革新をもたらしました。

“POWERED BY THE PAST (変わりつづけて何が悪い)”というタグラインでキャンペーン展開を開始。7 月の新色発売時には、
変化を重ねることが進化を生む というメッセージに共鳴した 4 名のクリエイターGUCCIMAZE(グッチメイズ)、
PERIMETORON(ぺリメトロン)、山崎 由紀子、Kentaro Okawara と共同プロジェクト「MUTATION (突然変異)」を始動。
GUCCIMAZE のアートワークのお披露目として開催したブロックパーティー「MUTATION (突然変異) @atmos」では、数多
くのお客様が来場し、新色の発売を大いに盛り上げました。

8 月 8 日(木)に発売する「OZWEEGO」は、ビビットなオレンジやネオングリーン、オールホワイト、ブラックなど色によ
って全く表情の異なる 10 色が登場、待望のウィメンズカラーの展開も開始します。

■ブランド遺伝子の突然変異により生まれた新生「OZWEEGO(オズウィーゴ)」とは
いつの時代も過去のアーカイブを生かしながら最新のテクロノジーを取り入れることで歴史への尊敬の意を表し続けてき
たアディダス オリジナルスのモノ作りとは一線を画し、
「OZWEEGO(オズウィーゴ)」は、ブランドの持つ遺伝子の「突然
変異」をコンセプトに開発されました。1998 年に生まれた Torsion Ozweego 3 (トルション オズウィーゴ スリー)をサン
プリングのベースに、EVA ミッドソールに搭載された adiPRENE (アディプリン)以外は、すべての側面において今、市場に
存在しないエレメントばかりを組み合わせたデザインとして誕生。また、シューレースからヒールにまでつながったチュ
ーブが、より一層ハイテク感を色濃く表現しています。メッシュアッパーにスエードと TPU のオーバーレイを合わせて採
用し、前身にあたる Torsion Ozweego 3 (トルション オズウィーゴ スリー)が備えたランニングシューズとしての機能美は、
軽量さや快適性によって担保されています。

変化は進化だ。「OZWEEGO」は、変わりつづけることを厭わないすべての人の背中を押す一足です。

■待望のウィメンズカラーが登場！ネオンカラーやシンプルなホワイト、ブラックカラーなど新たに 10 色がラインナップ
今回発売する「OZWEEGO」は、2019 年のトレンドカラーとして注目されているネオンカラー、多種多様なスタイリング
にも合わせやすいシンプルなホワイト、ブラックなど、計 10 色が登場します。ウィメンズカラーも登場し新たな表情を加
えます。

OZWEEGO

EE7002

自店販売価格 ￥13,000 + 税
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自店販売価格 ￥13,000 + 税
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自店販売価格 ￥13,000 + 税

自店販売価格 ￥13,000 + 税

OZWEEGO W EE7012

OZWEEGO W EE5714

自店販売価格 ￥13,000 + 税

自店販売価格 ￥13,000 + 税
※上記 6 モデルを含む計 10 モデルが登場いたします。

■東京と大阪の 2 都市で「OZWEEGO」がもらえるサマーキャンペーンを開始！限定クレーンゲームが登場
「OZWEEGO」の新色発売を記念した期間限定のアクティベーションとして東京と大阪の 2 都市にて、
「OZWEEGO」の製品
「
や「
「OZWEEGO」の誕生した 90 年代にちなんだ豪華賞品にチャレンジできる「
「adidas Originals CRANE GAME CAMPAIGN」
を実施予定です。期間中、対象店舗でアディダス オリジナルス商品を￥13,000(税抜)以上お買い上げのお客様に豪華賞品
の入ったクレーンゲームをお楽しみいただけるコインをプレゼント。ぜひ、アディダス オリジナルスの商品を購入してク
レーンゲームにご参加ください。

＜開催期間＞東京：8/8 (木)～8/13 (火) / 大阪：8/14(水)～8/18(日)
＜開催場所＞東京：YM スクウェア原宿 (東京都渋谷区神宮前 4-31)
大阪：LINE-UP STORE (堀江) (大阪市西区堀江 1 丁目５－８)
＜対象店舗＞
adidas Originals ショップ、アディダス ブランドコアストア、
atmos、KICK’S LAB.、Billy’s ENT 各店
＜参加条件＞
期間中、対象店舗でアディダス オリジナルス商品をご購入のお客様に特設イベント会場で
行われるクレーンゲームに参加できるコインをプレゼント
(￥13,000(税抜)以上のご購入で１コイン、￥25,000(税抜)以上の購入で２コインをプレゼント。)
＜豪華景品＞
ドイツの高級ぬいぐるみ「Steiff/シュタイフ」とのコラボレーションで生まれた adidas Originals 特製テディベア、
OZWEEGO 製品、OZWEEGO が生まれた 90 年代懐かしグッズ、OZWEEGO 特製缶入りステッカー

■主要取扱店舗一覧 (店舗により取扱品番が異なります)
アディダス オリジナルス フラッグシップ ストア トウキョウ
アディダス オリジナルスショップ各店
アディダス ブランドコアストア

新宿、名古屋、仙台、池袋、大阪、京都、つくば、広島、三宮

アディダス オンラインショップ

https://shop.adidas.jp/originals/ozweego/

ZOZOTOWN

http://zozo.jp/shop/adidas/

adidas Online Shop 楽天市場店

https://www.rakuten.ne.jp/gold/adidas/

adidas Online Shop Yahoo!店

https://shopping.geocities.jp/adidas/

ABC-MART GRAND STAGE 各店

https://www.abc-mart.com/grandstage/

ABC-MART 各店

https://www.abc-mart.net/shop/

atmos 各店

http://www.atmos-tokyo.com/

BILLY’S ENT 各店

https://www.billys-tokyo.net/shop/

LITTLE UNION TOKYO

http://littleunion-tyo.com/

The SHEL'TTER TOKYO

https://www.sheltter.jp/tokyo/

EDIFICE 新宿

https://baycrews.jp/store/detail/0305

伊勢丹 新宿店

https://www.isetan.mistore.jp/shinjuku.html

KICK’S LAB.

https://store.kickslab.com/

mita sneakers

http://www.mita-sneakers.co.jp/

Styles 代官山

https://calif.cc/brand/styles/

UNDEFEATED.JP

http://undefeated.jp/

UPTOWN Deluxe 福岡店

https://uptown-deluxe.com/

■アディダス オリジナルスの最新情報について
アディダス オリジナルス 公式ホームページ

http://www.adidas.com/originals/

アディダス オリジナルス 公式ツイッター

http://twitter.com/adiOriginals_jp

アディダス オリジナルス 公式ブログ

https://shop.adidas.jp/stores/

アディダス ジャパン フェイスブックページ

http://www.facebook.com/adidasJP/

アディダス トウキョウ インスタグラム

http://instagram.com/adidastokyo/

■adidas Originals (アディダス オリジナルス)ブランドについて
2001 年にスタートしたストリートスポーツウエアブランド。1972 年から 1996 年まで「adidas 社」のカンパニーロゴだっ
たトレフォイルロゴ(三つ葉のロゴ)をシンボルマークとし、アディダスが持つ歴史を継承しながら、現在のトレンドを反映
させた新作モデルやコラボレーション商品まで、現代の洗練されたスタイルへと進化を遂げ、幅広いアイテムを展開して
います。
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本リリース内容に関する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：門倉／高橋／森田／山崎
Tel : 03-6862-6688 Email :adidas@vectorinc.co.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(土日祝除く、9:30～18:00)

