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Onitsuka Tiger 

地球環境に配慮した素材を使用し、着心地のよさと美しいシルエットにこだわった

MADE IN JAPAN の新コレクションをローンチ  

 

 

 

日本発のファッションブランド、Onitsuka Tiger は、ファッションとスポーツ、そしてヘリテージとイノベーションを

融合させたコンテンポラリーなコレクションを展開しています。  

 

Onitsuka Tiger は“Active” “Colorful” “Effortless”をコンセプトに、地球環境に配慮した素材を使用し、着心地のよさ

と美しいシルエットにこだわった MADE IN JAPAN のカプセルコレクションをローンチいたします。 

 

より快適に⾧く愛せるような着心地とデザインを追求し、全工程を日本国内で行う MADE IN JAPAN のカプセル   

コレクションです。 

 

素材は一般的なコットンよりもやわらかいと言われ、その肌触りの良さで有名なテンセル™モダール繊維と、菌*の増殖

を抑制し、テンセル™繊維の中でも頑丈かつ優しい肌触りと優れた保湿性・吸水性があるテンセル™リヨセル繊維の２素材

を使用。（*コリネ型細菌・緑膿菌での検証） 

原料となるパルプは FSC 認証 / PEFC 認証（森林認証制度）を受けている持続可能な方法で育てられた木材を使用し、   

溶剤で溶かし繊維となります。そこで使用した使用済みの溶剤を回収し、再利用するレンチング社独自の循環型システム

を利用しています。 
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染色は、従来型と比較してエネルギーや水の使用量を抑えた環境に配慮した取り組みを行っている愛知県宮市の        

日本化繊株式会社で行い、テンセル™リヨセル繊維は日本でも数少ないマミヤ株式会社の編み機を使用し、1 日で約 150m

しか編むことができないため 1 枚を生産するのに時間と手間を要します。 

 

 

今回、シンプルなトップスからカジュアルにもドレッシーにも着こなせるロングドレスも展開するテンセル™モダール

繊維を使用した 12 色展開の” TENCEL™ Modal fibers SERIES “と、落ち着いた色味でトップスとボトムスでセットアップ

が可能なテンセル™リヨセル繊維を使用した 6 色展開の” TENCEL™ Lyocell fibers SERIES “が登場。 

*TENCEL™ 及びテンセル™は Lenzing AG の商標です。 

2022 年 8 月 5 日（金） より、日本の一部を除く店舗及び EC サイトにて発売予定です。 

■特設サイト：https://www.onitsukatigermagazine.com/store/backnumber/news_2022_versatileessentials.html 

*8 月 5 日(金)公開予定 
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“ TENCEL™ Modal fibers SERIES “（12 色展開） 

              

品 名：SS TOP 

品 番：2183B043 

価 格：12,100 円（税込） 

カラー：RED 

サイズ：S,M,L,XL 

 

品 名：LS TOP 

品 番：2183B039 

価 格：14,300 円（税込） 

カラー：BROWN 

サイズ：S,M,L,XL 

 

品 名：WS SS TOP 

品 番：2182A914 

価 格：16,500 円（税込） 

カラー：PINK 

サイズ：S,M,L 

 

品 名：WS LONG DRESS 

品 番：2182A910 

価 格：19,800 円（税込） 

カラー：LIGHT GREEN 

サイズ：S,M,L 

 

品 名：WS LS LONG DRESS 

品 番：2182A915 

価 格：22,000 円（税込） 

カラー：GREY 

サイズ：S,M,L 

（GREY のみ XL あり）

 

“ TENCEL™ Lyocell fibers SERIES “（6 色展開） 

                 

品 名：SS TOP 

品 番：2183B046 

価 格：13,200 円（税込） 

カラー：PINK 

サイズ：S,M,L,XL 

品 名：LS TOP 

品 番：2183B045 

価 格：17,600 円（税込） 

カラー：OFF WHITE 

サイズ：S,M,L,XL 

品 名：SHORTS 

品 番：2183B035 

価 格：14,300 円（税込） 

カラー：KHAKI 

サイズ：S,M,L,XL 

品 名：JOGGER PANTS 

品 番：2183B036 

価 格：18,700 円（税込） 

カラー：GREY 

サイズ：S,M,L,XL

 

 

■Onitsuka Tiger 

日本のファッションブランド、オニツカタイガーは、革新的なデザインと快適さを追求し、ファッション性を兼ね備えたコレクションを

発表し続けています。このブランドの姿勢は、伝統と現代的なデザインへの敬意を表し、研ぎ澄まされたデザインは品質とディテールに

こだわる職人技により実現しています。 

常に新たな価値を提供し続け、"新しいラグジュアリー" を探し求める人々に寄り添うことを目指します。 
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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：@OnitsukaTiger  twitter：@OnitsukaTiger  Instagram：@onitsukatigerofficial 

 

Onitsuka Tiger 

Onitsuka Tiger creates sports inspired fashion in the pursuit of ultimate comfort and innovative design. The style symbolizes our respect 
to our heritage and our admiration for refined and contemporary creative styles. Innovative technologies in our products lie where the 
eyes cannot see. Our full line of products is one of a kind from head to toe. They come to life through craftsmanship that obsesses over 
quality and detail. We answer the cravings of those who look for a “new luxury” by introducing them to an entirely new value system. 

 

HISTORY OF THE BRAND 

Japanese fashion brand Onitsuka Tiger continues to present a contemporary collection that combines fashion with sports, and 
heritage with innovation. In1949, Kihachiro Onitsuka established 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. 
 


