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 読売巨人軍のオフィシャルパートナーであるマルチスポーツブランドのアディダス 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、3月 28日（金）より、「80周
年記念ユニフォーム発売記念 adidas ドリームシーズン」キャンペーンを開始します。 

 2014年、球団創設 80周年を迎える読売巨人軍のさらなる躍進、そして 80 周年記念ユニフォームの発
売を記念し、アディダスがファンに夢のような体験をプレゼント。新ユニフォームを手に入れたファン
＝ジャイアンツの一員として考え、1 年間を通じて夢の体験を次々と提供していきます。 

 本キャンペーンでは、年間を通じて、「入団会見」や「ドラフト会議」などジャイアンツファンならば
一度は憧れる夢の舞台を疑似体験できるキャンペーンや、80 周年を迎えるジャイアンツの歴代名選手の
スペシャルカードを手に入れることができるキャンペーンなど、新ユニフォーム購入者に夢の体験を味
わって頂く様々なキャンペーンを展開。まさにファンにとっての「ドリームシーズン」を提供していき
ます。 

 

 

 

 

 

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） 担当：永田/岡 

※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） 

「80周年記念ユニフォーム発売記念 adidas ドリームシーズン」キャンペーンサイト URL：adidas.jp/GIANTS 

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

 

 

http://www.news.adidas.com/JP
mailto:adidas@bluecurrentpr.com
http://adidas.jp/baseball/


 

 

 

■4月 29日 (火・祝) ～5月 1日 (木) の 3日間、
80 周年記念の新 GIANTS ユニフォームをご購入
頂いた方の中から先着 500 名に、GIANTS 入団
会見体験をプレゼント!! 

80 周年記念の新 GIANTS ユニフォームをご購入頂いた方、

先着 500名に GIANTS入団会見体験をプレゼント。 

4月29日 (火) ～5月1日 (木) の3日間、東京ドーム敷地内 特

設会場にジャイアンツの入団会見と同じセットを設置。新ユ

ニフォーム購入者の中から先着 500名に入団会見セット前で

の原監督グータッチ人形とのツーショット写真を撮影しプレ

ゼント致します。 

 

・入団会見イベント期間： 

      2014年 4月 29日 (火・祝) ～5月 1日 (木) 

・実施場所：東京ドーム敷地内 特設会場 

・時間：11:00～18:00 

・対象者：新GIANTSユニフォームをご購入された方の中から 

           先着 500名（3日間） 

     ※対象期間（1/17～5/1）に下記対象商品を 

      ご購入され、当日着用されている方が対象。 

 

・対象商品:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■キャンペーン期間中に、1,000 円（税抜）以
上の商品をご購入頂いた方には、GIANTS 歴
代名選手カードを 1 枚プレゼント!! 

期間中に「adidas×GIANTS 商品取扱い店舗＊オンライ

ンショップ含む」にて 1,000 円（税抜）以上の商品を

ご購入頂いた方に GIANTS歴代名選手カードを 1枚プ

レゼント。本キャンペーンのみで手に入れることが出

来る、GIANTS歴代名選手スペシャルカードは GIANTS

の歴代選手をオリジナルデザインでスペシャルカー

ド化、80周年を記念した全 80種類にて展開します。 

・キャンペーン期間：2014年 5月予定 

・実施店舗：アディダス×GIANTS商品取り扱い店舗（＊オンラインショップ含む） 

      ※キャンペーン実施店舗詳細は adidas.jp/GIANTS をご確認下さい。 

・対象者：キャンペーン期間中に、1,000 円（税抜）以上の商品をご購入頂いた方に 1,000円（税抜）に 

つき 1枚プレゼント (10,000円（税抜）以上の場合/10枚) 

・対象商品: アディダス×GIANTSライセンス商品 

キャンペーン第 1 弾：GIANTS 入団会見体験プレゼント 

キャンペーン第 2 弾：GIANTS 歴代名選手カードプレゼント! 

■2014 GIANTS 80 周年記念 
レプリカ ホームユニフォーム  
¥12,500（税抜）※番号入り 
¥10,000（税抜）※無地  

■2014 GIANTSオーセンティック ビジターユニフォーム シャツ 
¥28,000 （税抜） 商品番号 S18063  

■2014 GIANTS 80 周年記念  
オーセンティック ホームユニフォーム シャツ 
¥29,000 （税抜） 商品番号 S18062  

■2014 GIANTSレプリカ ビジターユニフォーム  
¥12,500（税抜）※番号入り 
¥10,000（税抜）※無地  

■2014 GIANTSオーセンティック 橙魂ユニフォーム               
¥28,000（税抜）  

■2014 GIANTS 橙魂レプリカユニフォーム  
¥12,500（税抜）※番号入り 
¥10,000（税抜）※無地  

http://adidas.jp/baseball/


 

■80 周年記念の新 GIANTS ユニフォームを購入した方全員に、GIANTS の一員になれるチャン 

                    ■80 周年記念の新 GIANTS ユニフォームを購入し
た方全員に、GIANTS の一員になれるチャンスを
プレゼント!?  

期間中、キャンペーン実施店舗にて 80 周年記念の新

GIANTS ユニフォームの購入者全員がファンドラフト候

補者に！ユニフォーム購入者はファンドラフト会議に

ドラフト候補者として参加できるチャンスをプレゼン

ト。さらにファンドラフト会議で、選ばれた 9名にはス

ペシャルなプレゼントが!!（プレゼントの詳細は後日キ

ャンペーンサイトから告知、お楽しみに） 

 

 

・キャンペーン期間：2014年 11月予定 

・キャンペーン実施店舗：アディダス×GIANTS 商品取り扱い店舗（＊オンラインショップ含む） 

            ※キャンペーン実施店舗詳細は adidas.jp/GIANTS をご確認下さい。 

・対象者：上記キャンペーン期間中に対象店舗にて新 GIANTSユニフォームを購入した方全員 

 

・対象商品:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月 28日（金）より、本キャンペーンの特設サイト（adidas.jp/GIANTS）がオープンいたします。このサイトで

は「80 周年記念ユニフォーム発売記念 adidas ドリームシーズン」の詳細など最新のキャンペーン情報を随時ア

ップデートしていきます。尚、本件につきましては、アディダス ジャパン Facebookページ（https://www.faceb

ook.com/adidasJP）、アディダス ベースボール twitterページ （adidasBSB_jp）、アディダス東京ドーム公式 

LINEアカウント（LINE ID:@adidas-giants）でも発信していきます。 

 

キャンペーン第 3 弾：GIANTS ファン ドラフト会議開催!! 

■2014 GIANTS 80 周年記念 
レプリカ ホームユニフォーム  
¥12,500（税抜）※番号入り 
¥10,000（税抜）※無地  

■2014 GIANTSオーセンティック ビジターユニフォーム シャツ 
 ¥28,000 （税抜） 商品番号 S18063  

■2014 GIANTS 80 周年記念  
オーセンティック ホームユニフォーム シャツ 
 ¥29,000 （税抜） 商品番号 S18062  

■2014 GIANTSレプリカ ビジターユニフォーム  
¥12,500（税抜）※番号入り 
¥10,000（税抜）※無地  

■2014 GIANTSオーセンティック 橙魂ユニフォーム                 
 ¥28,000（税抜）  

■2014 GIANTS 橙魂レプリカユニフォーム            
¥12,500（税抜）※番号入り 
¥10,000（税抜）※無地  

■「80 周年記念ユニフォーム発売記念 adidas ドリームシーズン」キャンペーン公式サイト 

http://adidas.jp/baseball/
http://adidas.jp/baseball/
https://www.facebook.com/adidasJP
https://www.facebook.com/adidasJP
https://twitter.com/adidasBSB_jp


    

 

 

 

GIANTS ユニフォーム着用ファンへのメッセージ (全 5 種類) 

1.入団おめでとう！キミも今日から巨人軍だ。 

2.ジャイアンツの一員として、共に優勝を目指そう！ 

3.ユニフォーム姿のキミとグータッチができて幸せだ。 

4.キミのユニフォーム姿にジャイアンツ愛を感じる！ 

5.雄志のスローガンのもと、共に日本一を勝ち取ろう！ 

 

GIANTS ユニフォーム未着用ファンへのメッセージ (全 5 種類) 

※全ての語尾に「店内へどうぞ」がつきます。 

1.応援ありがとう！次はユニフォーム姿のキミを待っている。 

2.巨人軍のユニフォームを着て、共に頂点を目指そう！ 

3.日本一奪還には、キミのユニフォーム姿が必要だ！ 

4.80周年記念ユニフォームをまとい、共に日本一を掴もう。 

5.紳士の証、巨人軍のユニフォームをキミも手に入れよう。 

 

「80 周年記念ユニフォーム発売記念 adidas ドリームシーズン」キャンペーン記念企画 

今度のグータッチ人形はなんと喋る!! 

「原監督 グータッチ人形」がフルモデルチェンジして再登場!! 
～3/28(金) 開幕戦より「アディダスコンセプトショップ 東京ドーム」にて設置～ 

 2009年にアディダスコンセプトショップ 東京ドームに設置され、多くのファンに愛されてきた原監督のグータッチ 

人形が、今年、「原監督 新グータッチ人形」として 5年ぶりにフルモデルチェンジします。 

「原監督 新グータッチ人形」には、なんと喋る機能が追加。ジャイアンツのユニフォームを認識し、ユニフォームを 

着ている/着ていない人で人形が喋るメッセージが変化する(全 10種類)、驚きの新機能を搭載しています。 

また、前回のグータッチ人形と比べ、一つ一つの細部にまで、こだわって制作された各パーツはよりリアルで精巧な 

仕上がりとなり、精密なクオリティを実現しています。 

■喋る新機能搭載！新グータッチ人形がジャイアンツファンに贈る熱きメッセージ (全 10 種類)!! 


