NEWS RELEASE

2019 年 1 月 31 日

Onitsuka Tiger 2019 春夏コレクション

オニツカタイガーは 2019 春夏コレクションを順次展開しております。

2019 春夏コレクションのコンセプトは、様々なものがミックスとクラッシュを経て、融合することから着想
を得た「SUMMER OF LOVE」。マルチエスニックワールドの、マルチエスニックシティに住んでいる、マルチ
エスニックマインドを持った人々、つまり、他民族世界、ボーダーレス、ジェンダーレスな世の中で色々なカタ
チの愛が存在することを素材やプリント、グラフィックの組み合わせで表現しています。

夏ならではの素材であるデニムシャンブレー生地や、サマーストライプ、「Come with me my love and
take me out tonight」などの愛のメッセージを使い「SUMMER OF LOVE」を表現。グラフィックや素材、カ
ラーによってコレクションを以下 5 つのテーマに分け月ごとに展開します。

In 1949, Kihachiro Onitsuka Onitsuka Co., Ltd., the forerunner of ASICS. The brand began with a commitment to promoting
youth health, and since then, the Onitsuka 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.

DRESSY ON THE BEACH（ドレッシー オン ザ ビーチ）

商品：2181A075.023 COAT（コート）￥28,000+税
2183A030.200 BLOCK KNIT（ブロック ニット）￥14,000+税
2182A149.001 WS LONG POLO SHIRT（ウィメンズ ロング ポロ シャツ）￥15,000+税

INDUSTRIAL ON THE DANCE FLOOR（インドストリアル オン ザ ダンス フロア）

商品：2183A146.001 TRACK TOP（トラック トップ）￥21,000+税
2181A137.016 SS SHIRT（ショートスリーブ シャツ）￥20,000+税
2183A051.107 GRAPHIC TEE（グラフィック ティー）￥6,800+税

STRIPE SUMMER（ストライプ サマー）

商品：2181A090.411 ZIP UP BOMBER（ジップ アップ ボンバー）￥19,000+税
2181A096.815 LS TEE（ロングスリーブ ティー）￥11,000+税
2182A099.809 WS BLOCK TEE（ウィメンズ ブロック ティー）￥10,000+税

SPORTY HOLIDAYS （スポーティ ホリデイズ）

商品：2183A100.201 ZIP UP BOMBER（ジップ アップ ボンバー）￥26,000+税
2181A099.750 TRACK TOP（トラック トップ）￥12,000+税
2181A092.215 OVERSIZED POLO SHIRT（オーバーサイズド ポロ シャツ）￥10,000+税

HONOLULU ON MY MIND（ホノルル オン マイ マインド）

商品：2181A140.422 SS SHIRT（ショートスリーブ シャツ）￥20,000+税
2183A052.707 SWEAT TOP（スウェット トップ）￥12,000+税
2183A156.001 BIG PRINTED SWEAT（ビック プリンテッド スウェット）￥10,000+税

ADMIX RUNNER / ADMIX RUNNER SLIP-ON
（アドミックス ランナー / アドミックス ランナー スリッポン）
"カット&ペースト”をコンセプトに Onitsuka Tiger のアーカイブシューズのエッセンスをアッパー上で組み
合わせたデザインに仕上がっています。ソールはチャンキーランナーのエッセンスを取り入れたミッドソールを
採用。かかと部分には軽量衝撃緩衝材 fuzeGEL を搭載しており、中敷には、反発性に優れたスポンジ材
OrthoLite X-40 を採用しています。

ADMIX RUNNER

ADMIX RUNNER SLIP-ON

品

番：1183A262

品

番：1183A260

価

格：14,000 円＋税

価

格：14,000 円＋税

カラー：100 クリーム×ブラック、

カラー：020 ファントム×アロエ

300 ダーク オリーブ×フェザー グレー

100 ホワイト×オレンジ

サイズ：22.5-29.0（0.5cm 刻み）、30.0、31.0cm

サイズ：22.5-29.0（0.5cm 刻み）、30.0、31.0cm

素

素

材：アッパー / 天然皮革、合成繊維
アウターソール / ゴム底

生産国：ベトナム

材：アッパー / 合成繊維、天然皮革、合成樹脂

アウターソール / ゴム底
生産国：ベトナム

LAWNSHIP AP（ローンシップ エーピー）
1970 年代のテニスシューズ 『LAWNSHIP』からインスピレーションを受けたローカットスニーカーの第 2
弾。ボリューム感のある底周りはそのままに、"LAWNSHIP"のシンプルなアッパーデザインにカウボーイブー
ツからインスピレーションを受けた要素を追加しアップデートしています。

品

番：1183A263

価

格：14,000 円＋税

カラー：001 ブラック×ホワイト、100 ホワイト×ブラック
サイズ：22.5-29.0（0.5cm 刻み）、30.0、31.0cm
素

材：アッパー / 天然皮革、人工皮革
アウターソール / ゴム底

生産国：ベトナム

MEXICO 66 AP（メキシコ 66 エーピー）
Onitsuka Tiger のアイコン的アイテムのひとつである"MEXICO 66"をベースに、半透明な素材をアッパーに
使用することで、ヘリテージアイテムをベースに新しい見た目を表現しています。

品

番：1183A261

価

格：11,000 円＋税

カラー：100 ホワイト×ホワイト、750 タイチ イエロー×タイチ イエロー、020 ミッド グレー×ミッド グレー
サイズ：22.5-29.0（0.5cm 刻み）、30.0、31.0cm
素

材：アッパー / 合成繊維、天然皮革、合成樹脂
アウターソール / ゴム底

生産国：ベトナム

OK BASKETBALL MT AP（オーケー バスケットボール エムティー エーピー）
当社ではじめて発売されたバスケットボールシューズがデザインベース。メタルアイレットなどのアイコニッ
クなデザインディテールはそのままに、アッパーの材料感をその当時のイメージに近づけています。アッパーに
は同シーズンのアパレルやエクイップメントに使用されているパッチを施しています。

品

番：1183A363 / 1183A425

価

格：10,000 円＋税

カラー：002 クリーム×クリーム、001 ブラック×ブラック、001 ブラック×ブラック
サイズ：22.5-29.0（0.5cm 刻み）、30.0、31.0cm
素

材：アッパー / 合成繊維
アウターソール / ゴム底

生産国：ベトナム

オニツカタイガーオフィシャルサイト：http://www.onitsukatiger.com
WEB MAGAZINE：http://www.onitsukatigermagazine.com
facebook：@OnitsukaTigerJapan

twitter：@ot_japan

Instagram：@onitsukatigerjp

