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In 1949, Kihachiro Onitsuka established Onitsuka Tiger, the forerunner of ASICS.  The brand began with a commitment to 
promoting youth health, and since then, the Tiger stripes have become synonymous with one of the most world-renowned 
athletic brands.   The legend lives on today in the fusion of Japanese heritage and modern flair.  With designs ranging from 
updated classic silhouettes to refreshing new styles and collaborations with like-minded artists and cultural connoisseurs, the  
spirit of Japan  resonates in  each new collection of  Onitsuka Tiger  shoes,  apparel  and  accessories.  
Visit www.onitsukatiger.com for more information. 

The stripe design featured on the sides of the OnitsukaTiger®shoes is a registered trademark of ASICS Corporation. 

 
                             
  

 
 

Onitsuka Tiger × ANDREA POMPILIO 

201８秋冬コレクションのご紹介 

 

 

 

 

アシックスジャパンは、「オニツカタイガー」ブランドで、Onitsuka Tiger × ANDREA POMPILIOの２０１８秋

冬コレクションを８月から展開します。 

 

２０１８秋冬コレクションは、１９２０年代のニューヨークの街並みやファッションからインスピレーショ

ンを受け、異なる年代のウエアをクロスさせ、現代風に解釈した新しいアイテムを展開します。また、”NEW 

YORK”というワードもエッセンスに取り入れ、建築物のイラストを得意とするアーティストの James Gulliver 

Hancock（ジェームス ガリバー ハンコック）氏によるニューヨークビルのグラフィックをプリントしたアパレ

ル、アクセサリー、シューズも取り揃えています。 

 

２０１８年６月２７日 



アパレルは、ナイロンのアウターやクラシックなジャージにルーズシルエットのニットやビッグサイズのキ

ャップをあわせるなど、素材やサイズ感なども含め多様なコントラストを生み出すコレクションとして展開し

ます。 

アクセサリーは、ベルトにメタルのバックルを用いたり、バッグやキャップにスタッズを施したりするな

ど、よりパワフルなものに仕上げています。 

シューズは、ヴィンテージ加工を施したり、スタッズやメタルパーツを採用したりすることで、クラシック

なイメージを表現しています。 

 

■アパレルについて 

ジャケットやシャツ、パンツなどの商品群を６つのテーマに分類し、基調カラーも統一して展開します。 

 

1 NEW YORK（ニューヨーク） 

基調カラー：ブラック、ホワイト 

商品： 

・プリンテッド フーディー（2181A019.001/10,000 円+税/S,M,L,XL） 

・ウイメンズ プリンテッド トップ（2182A119.001/8,500 円+税/S,M,L,XL） 

・トラベル バッグ（3183A100.001/12,000 円+税/F） 

        

 

2 BASIC SOHO（ベーシック ソーホー）   

基調カラー：ブラック、ホワイト、サックス 

商品： 

・ウイメンズ プリンテッド トップ（2182A039.100/8,000 円+税/S,M,L,XL） 

・プリンテッド T（2181A018.100/5,000 円+税/S,M,L,XL） 

・ウイメンズ デニム プル オーバー（2182A002.400/14,000 円+税/S,M,L,XL） 

   

 

 

 

 



3 CRUSH IN PARK AVENUE（クラッシュ イン パーク アベニュー） 

基調カラー：ブラック、グレー、イエロー 

商品： 

・ウイメンズシャツ ドレス（2182A013.750/12,000 円＋税/S,M,L,XL） 

・ウイメンズ ベロア ドレス（2182A003.020/13,000 円+税/S,M,L,XL） 

・ルーズ ニット トップ（2181A037.020/15,000 円＋税/S,M,L,XL） 

       

 

4 THE QUEENS VOGUEING（ザ クイーンズ ボーギング） 

基調カラー：ブラック、アイボリー、ボルドー 

商品： 

・ジャケット（2181A041.020/24,000 円＋税/S,M,L,XL） 

・ウイメンズ シャツ ドレス（2182A013.800/12,000 円＋税/S,M,L,XL） 

・バック パック（3183A001.600/12,000 円＋税/F） 

        

 

5 DOWNTOWN VIBES（ダウンタウン バイブス） 

基調カラー：ホワイト、グリーン、ボルドー 

商品： 

・スウェット ニット トップ（2181A003.300/15,000 円＋税/S,M,L,XL） 

・プリンテッド フーディ―（2181A020.601/10,000 円＋税/S,M,L,XL） 

・ウイメンズ カーディガン（2182A047.200/15,000 円＋税/S,M,L,XL） 

      

 

 



6 ONCE UPON A TIME IN AMERICA（ワンス アポン ア タイム イン アメリカ） 

基調カラー：ブラック、ホワイト、レッド 

商品： 

・ロングスリーブ T シャツ（2181A035.001/5,800 円＋税/S,M,L,XL） 

・フラネル ジャケット（2181A042.600/36,000 円＋税/S,M,L,XL） 

・プリンテッド キャップ（3183A060.601/5,500 円＋税/F） 

     

 

 

■シューズについて 

① FABRE RB AP（ファブレ RB AP） 

１９７５年に発売したバスケットボールシューズをデザインベースとし、アンドレア氏が手を加えたモ

デルです。アッパー（甲被）に施したメタルパーツや、シューズ外側の"Onitsuka Tiger"の手書き文字の

プリントがデザインのポイントとなっています。また、シューズ全体にダメージ加工を施しヴィンテージ

感を表現しています。 

 

     

 

② MONTE POKHARA SD AP（モンテポカラ SD AP） 

１９５８年に発売した冬用シューズ「AFTER BOOTS（アフターブーツ）」をデザインベースとした

「MONTE POKHARA SD」を、アンドレア氏がチャッカブーツに昇華させました。履き口周りにファー調

の素材を採用し、防寒性にも優れたブーツに仕上げました。 

 

    

 

 

 

 



③ MNR MOCCASIN AP（MNR モカシン AP） 

１９７０年代に発売したマウンテンブーツがデザインベースで、２０１７秋冬シーズンに発表した

「MNR AP」をアップデートしたモデルです。アッパーに施した手縫いのモカステッチ、メタルアイレッ

トと平行に配置したスタッズがデザインポイントとなっています。また、シューズ全体にダメージ加工を

施しヴィンテージ感を表現しています。 

     

  

④ TSUNAHIKI AP（ツナヒキ AP） 

１９８２年発売の綱引き競技専用のシューズがデザインベースです。ゴムひもを使用し、スリッポン感

覚で履けるようになっています。足元に力が入るよう靴底のラバーが巻き上がったユニークなデザイン

や、横幅が広い特徴的なフォルムで、アッパーに施したジグザグステッチや、ヒールのオニツカタイガー

ロゴがデザインポイントとなっています。 

 

     

 

 

○商品概要 

品 名 FABRE RB AP MONTE POKHARA 

SD AP 

MNR MOCCASIN AP TSUNAHIKI AP 

品 番 1183A078 1183A077 1183A075 1183A173 

価 格 13,000 円＋税 15,000 円＋税 16,000 円＋税 9,000 円＋税 

カラー ピーコート×アクアリ

ウム、フェザーグレー

×グレイシャーグレー 

ハンターグリーン×ハ

ンターグリーン、コー

ヒー×コーヒー 

コーヒー×コーヒー、

ハンターグリーン×ハ

ンターグリーン 

カーボン×ミッドグレ

ー、ディレクトワーブ

ルー×ブラック 

サイズ 22.5cm～29.0cm（0.5cm 刻み）、30.0cm、31.0cm 

素 材 アッパー： 

天然皮革×合成繊維 

アウターソール： 

ゴム底 

アッパー： 

天然皮革 

アウターソール： 

ゴム底 

アッパー： 

天然皮革×人工皮革 

アウターソール： 

ゴム底 

アッパー： 

合成繊維×人工皮革 

アウターソール： 

ゴム底 

生産国 インドネシア ベトナム ベトナム ベトナム 

 

 

 

 



○オフィシャルムービー 

https://youtu.be/EGiahu7fgVI 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オニツカタイガーオフィシャルサイト：www.onitsukatiger.com 

WEB MAGAZINE：www.onitsukatigermagazine.com 

facebook：@OnitsukaTigerJapan  twitter：@ot_japan  Instagram：@onitsukatigerjp 

https://youtu.be/EGiahu7fgVI
http://www.onitsukatiger.com/
http://www.onitsukatigermagazine.com/

