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日本全国で円陣を組んでサッカー日本代表を応援しよう！ 

3 月 5 日（水）“キリンチャレンジカップ 2014  

アディダス パブリックビューイング” を全国 8 エリアで開催！ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

開催日時：2014 年 3 月 5 日（水）18：30 開場（19：40 キックオフ） 

全国 8 エリア（渋谷・名古屋・仙台・福岡・長浜・甲府・岡山・徳島）にて開催 
 

 サッカー日本代表オフィシャルサプライヤーであるアディダス ジャパン株式会社（本社：東京
都港区六本木、代表取締役：ポール・ハーディスティ）は、日本サッカー協会が提唱する「夢を力
に 2014」に賛同し、3 月 5 日（水）にキリンチャレンジカップ 2014（日本対ニュージーランド）
に臨むサッカー日本代表を応援するために、同日 18 時 30 分*1（19:40 キックオフ）より渋谷・名
古屋・仙台・福岡・長浜・甲府・岡山・徳島の全国 8 エリアにおいて『キリンチャレンジカップ 2014 

アディダス パブリックビューイングイベント』を実施いたします。 

 

 サッカー日本代表新ユニフォームのコンセプトは『円陣』です。肩の部分に施された赤いライン
が円陣を組むことに一つに輪になります。それは選手と共に、日本全国のサポーターが大きな円陣
を組み、チーム・選手・サポーターが一つになり 2014 FIFA ワールドカップ ブラジルへ向かって
いくことを意味しています。アディダスは 2013 年より全国各地でサッカー日本代表戦でパブリッ
クビューイングを行ってまいりました。2014 年 3 月 5 日の対ニュージーランド代表戦は、全国 8

エリアでさらに大きな円陣を組み、日本全国からサッカー日本代表を応援するためにパブリックビ
ューイングを行ってまいります。当日は元サッカー日本代表の名波浩氏や、元ビーチボール選手の
浅尾美和さんなどアディダス契約選手・アドバイザーを始め、豪華著名人が全国各地のパブリック
ビューイングに参加します。今後予定されているサッカー日本代表戦においても、さらにエリアを
拡大し全国各地でパブリックビューイングを実施予定です。 

 

 本パブリックビューイングでは、各エリアで自治体や諸団体にご協力を頂き、運営やプロモーシ
ョンを行ってまいります。また各会場にはスペシャルゲストが登場予定です。（※詳細は次項参照） 

 アディダスでは、6 月から開催される 2014 FIFA ワールドカップ ブラジルに向けてサッカー日
本代表サポーターだけでなく日本中を巻き込んで一つに結束させていくために、同イベントをはじ
めとして様々な企画を実施予定です。  

 

※本イベントをご取材頂く場合は、広報事務局（※連絡先は下記に記載）までご連絡ください。 

 



■各エリア実施概要 

渋谷エリア 

会場 アディダスパフォーマンスセンター渋谷 
 

住所 

（最寄駅） 

東京都渋谷区宇田川町 23-5 

（JR 渋谷駅・東京メトロ銀座線、半蔵門線、

東急東横線、田園都市線渋谷駅） 

収容人数 300 人 

開場 18 時 30 分 

出演（予定） 未定 

 名古屋エリア 

会場 久屋大通公園 エンゼル広場 
 

住所 

（最寄駅） 

愛知県名古屋市中区錦三丁目 6-15 

（地下鉄名城線矢場駅） 

収容人数 2000 人 

開場 18 時 30 分 

出演（予定） 
浅尾美和（元ビーチバレー選手） 

望月重良（元プロサッカー選手） 

 

 

 

 

 

仙台エリア 

会場 ゼビオアリーナ仙台 
 

住所 

（最寄駅） 

宮城県仙台市太白区あすと長町 1-4-10 

（JR 長町駅・地下鉄長町駅） 

収容人数 2000 人 

開場 18 時 30 分 

出演（予定） 平瀬智行（元プロサッカー選手） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 福岡エリア 

会場 福岡市役所西側ふれあい広場  

住所 

（最寄駅） 

福岡県福岡市中央区天神 1-8-1 

（西鉄天神福岡駅） 

収容人数 2000 人 

開場 18 時 30 分 

出演（予定） 本田泰人（元プロサッカー選手） 

 

 

 

 

 長浜エリア 

会場 長浜ドーム  

住所 

（最寄駅） 

滋賀県長浜市田村町 1320 

（北陸本線田村駅） 

収容人数 10000 人 

開場 18 時 15 分 

出演（予定） 

名波浩（元プロサッカー選手） 

水沼貴史（元プロサッカー選手） 

安田大サーカス団長 

 

 

 

岡山エリア 

会場 SPORTS BAR ULTRAS 
 

住所 

（最寄駅） 

岡山市北区幸町 7-20 アクタスビル 3F 

（JR 岡山駅） 

収容人数 400 人 

開場 18 時 30 分 

備考：入場料 1,000 円（1 ソフトドリンク付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



徳島エリア 

会場 Amusement Bar Fly 
 

住所 

（最寄駅） 

徳島市仲之町 1 丁目 46 ｱｸﾃｨｱﾈｯｸｽﾋﾞﾙ 4F 

（阿波室戸シーサイドライン阿波冨田駅） 

収容人数 300 人 

開場 18 時 30 分 

備考：入場料 1,000 円（2 ソフトドリンク付） 

甲府エリア 

会場 THE VAULT  

住所 

（最寄駅） 
山梨県 甲府市丸の内 1-21-7 武藤ビルB1F 

収容人数 100 人 

開場 18 時 30 分 

 

 

＜備考＞ 

※会場の収容人数を超える来場者が来られた場合は、入場制限を行う場合がございます。 

※当日のご取材も可能です。取材を希望される際はアディダス広報事務局（03-6204-4173）まで 

事前にご連絡頂けますようお願いいたします。 

※スペシャルゲストなどの情報は adidas blog （http://adidas.jp/blog/）,Facebook にて随時告知予
定です。 

 

 

 

       

 
 

本件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（ブルーカレント・ジャパン株式会社内） 

※画像はこちらからもダウンロード可能です。 www.news.adidas.com/JP 

TEL：03-6204-4173 Fax：03-6204-4142 E-mail：adidas@bluecurrentpr.com 

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：0120-810-654 （土日祝除く、9:30～18:00） 

©2014 adidas Japan K.K. adidas and the 3-Stripes mark are trademarks of the adidas Group. 

 

～サッカー日本代表応援プロジェクト 「夢を力に 2014」～ 

このプロジェクトは、日本サッカー協会の「DREAM～夢があるから強くなる」のス

ローガンのもと、「夢」を力に挑戦し続ける SAMURAI BLUE の精神を多くの人と共

有し、日本中を希望と勇気、活気あふれるものにしていこうというものです。 

http://samuraiblue.jp/newscenter/campaign/ 
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