
 
 

 

 
 
 

2016 年 5 月 20 日 
アディダス ジャパン株式会社 

 

異業種の大手 3 ブランドによるコラボが実現！ 

夏の女性のトレーニングシーンをサポートするスペシャルイベント 

「adidas MeCAMP supported by ANESSA and Panasonic」開催 

2016 年 5 月 28 日（土）・29 日（日） 

http://adidas.jp/mecamp/event/16/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

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、代表取締役：ポール・ハーディスティ）は、

2016年5月28日（土）・29日（日）の2日間東京ミッドタウンにて、株式会社資生堂が展開する日やけ止めブランド「ANESSA」、

パナソニック株式会社が展開する「ビューティトレーニング」と共同で、夏のスポーツ・トレーニングを楽しみたい女性に

向けて、「夏こそ魅せるトレーニング・スポーツ」をテーマに「女性のための“夏の魅せトレ”adidas MeCAMP supported by 

ANESSA and Panasonic」を開催します。なお MeCAMP 参加者以外の一般の方も当日会場内にて各社商品などをご覧いただ

けます。 

 

 昨今芸能人や人気女性モデルによる SNS へのトレーニングシーンの投稿や女性向けトレーニング雑誌の創刊など、女性の

スポーツ・トレーニングシーンは盛り上がりを見せており、アディダスも 2016 年 2 月 1 日に女性のための”マルチスポーツ

コミュニティ”「adidas MeCAMP（アディダス ミーキャンプ）」（http://adidas.jp/mecamp/）を発足しました。そして今回の

コラボレーションイベントでは、汗や日やけなど女性のスポーツ・トレーニングにとって避けがちな夏のシーズンを迎える

にあたって、adidas、ANESSA、パナソニック 「ビューティトレーニング」の異業種の 3 ブランドがそれぞれのメソッドを

持ち寄った、夏のトラブルを解決するコラボレーションプログラムをご用意いたしました。トレーニングコンテンツ全般を

「アディダス」、トレーニングの実施前のケアを資生堂「ANESSA」、トレーニング中の運動のサポートをパナソニック 「ビ

ューティトレーニング」が担い、夏のトレーニングシーンをトータルでサポートする内容になっています。また adidas とパ

ナソニック「ビューティトレーニング」の商品をご覧いただけるブースや、「ANESSA」の商品をお試しいただけるトライア

ルのご用意もございます。 

 

 本イベントは RUN / YOGA / WORKOUT / SHINDO の 4 つの MeCAMP コンテンツを実施し、それぞれ特別なコーチから指

導が受けられる仕様になっております。さらに 3 ブランドがオススメする夏のスポーツ・トレーニングシーンに最適な商品

のタッチアンドトライをお楽しみいただけます。 

 また 2016 年 5 月 28 日（土）11 時 30 分～の第 1 セッションにはスペシャルゲストのビーチバレーボール選手の坂口佳穗

選手をお招きし、第 1 セッションの RUN コンテンツの担当コーチを務める、ランニングアドバイザーの市橋有里さんと、夏

の太陽の下でのスポーツやトレーニングについてトークセッションを行います。 

PRESS RELEASEE 
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「adidas MeCAMP supported by ANESSA and Panasonic 概要」 

■実施日  ：2016 年 5 月 28 日（土）・29 日（日） 

 

■実施場所 ：東京ミッドタウン アトリウム 〒107-0052 東京都港区赤坂 9-7-1 

 

■特設サイト ：http://adidas.jp/mecamp/event/16/  

 

■プログラム  ＜5 月 28 日（土）＞ 

    第 1 セッション 11：30～14：00  RUN / ANESSA MAKE UP LESSON / オープニングイベント 

    ※坂口佳穗選手、市橋有里さんが登場いたします。 

     第 2 セッション 15：00～16：00  RUN / Panasonic Beauty Training  

      第 3 セッション 17：00～18：00  RUN / Panasonic Beauty Training 

    第 4 セッション 19：00～20：00  RUN / Panasonic Beauty Training 

 

    ＜5 月 29 日（日）＞ 

    第 1 セッション 11：30～13：30  SHINDO / ANESSA MAKE UP LESSON 

     第 2 セッション 14：30～16：30  WORKOUT / ANESSA MAKE UP LESSON  

      第 3 セッション 18：30～19：30  YOGA 

※Panasonic Beauty Training によるトレーニングギアのタッチアンドトライは基本的に RUN コンテ

ンツのみになりますが、YOGA を除くその他のコンテンツ時にもお貸し出しを行っております。 

 

■スペシャルゲスト：坂口佳穗選手（ビーチバレー） 

 

■コーチ  ：アディダス ランニングアドバイザー 市橋有里氏 尾崎好美氏 （RUNNING） 

     アディダス フィジカルトレーナー YUKI 氏 （WORKOUT） 

   アディダス ヨガ契約トレーナー 吉川めい氏（YOGA） 

   パーソナルトレーナー  花澤清隆氏（SHINDO） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

※タイムテーブル貼り付け予定※ 

 

 

http://adidas.jp/mecamp/event/16/


 
 

 

■スペシャルゲストプロフィール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■adidas MeCAMP コンテンツ詳細 

 

 ＜RUN＞      ＜YOGA＞ 

 

 

 

 

 

  

＜WORKOUT＞     ＜SHINDO＞ 

 

 

 

 

 

 

■コーチプロフィール 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※詳細ご教示下さい※ 

徳島県鳴門市出身。アディダスランニ

ングアドバイザー。1999 年世界陸上女

子マラソン銀メダリストで 2000 年の

シドニー五輪にも出場。 

現役引退後は各地のマラソン大会の

ゲストランナーやメディア出演など

を行う。趣味は旅行先での美味しいも

のや食材探し・料理。 

＜RUN＞市橋有里氏 
 

＜RUN＞尾崎好美氏 
 

＜YOGA＞吉川めい氏 
 

2006 年、日本人女性初のアシュタンガ

ヨガの正式指導資格を取得する。 

その後、同資格レベル 2 を取得。 

2004 年に雑誌「YOGINI」の表紙モデ

ルに抜擢されて以来、カバーモデルを

務めている。 

 

 

 

 

神奈川県出身。第一生命所属。 

2009 年世界陸上女子マラソン銀メダリ

スト、2012 年ロンドン五輪にも出場。

現役引退後は全国のマラソン大会のゲ

ストランナーや講演を行う。現在は米国

に拠点を置き国際的に活躍している。 

 

 

＜WORKOUT＞YUKI氏 
 

19 歳でインストラクターデビュー。  

バレトンマスタートレーナーに着任し、

海外研修等を経て、プログラム開発や指

導者育成に携わる。「運動で人を笑顔に

したい」をモットーに様々なイベントで

プレゼンターを務める。 主な著書に「バ

レトンメソッド」他７冊を監修。 

大学在学中にアメリカシアトルで  

パーソナルトレーナー研修に参加。 

帰国後、パーソナルトレーナーとして

活動し、スポーツジムにて複数店舗の

立ち上げ、 トレーナー育成、及び多

くの著名人や アスリートの肉体改造

に携わる。  

 

     ※詳細ご教示下さい※ 

     ※詳細ご教示下さい※      ※詳細ご教示下さい※ 

アディダスランニングアドバイザーによるランニングプロ

グラムです。ランニング前のストレッチと 3～4km のランニ

ングを行います。（6～7 分/km） 

 

 

アディダスヨガでは流派を問わず、現代人に幅広く活用してい

ただける、 意識・呼吸・カラダを融合し、メンタルおよびフ

ィジカルを包括するヨガメソッドを体験していただきます。脳

まで有効に働きかける気の巡りを促し、心もカラダもすっきり

クリアになるヨガセッションを楽しみましょう！ 

アディダスフィジカルアドバイザーの YUKI さんによる音楽

に合わせながら、有酸素運動+体幹トレーニング+ヨガを楽し

むプログラムです。サーキットトレーニングをもとに、少し

ハードな刺激を与え、カラダ全体の血流を良くし、代謝を上

げていきます。インナービューティーを目指しましょう！ 

 

SHINDO は剣道をベースとした動きを採り入れ、 

実際に木刀を持って和テイストなハウスミュージックに合わ

せ、裸足でリズミカルに動くエクササイズです。 

剣道の動きと武道の動きを取り入れた和テイストなプログラ

ムで、脂肪燃焼や筋力アップ、体幹部を強化したい方にお勧め。 

＜SHINDO＞花澤清隆氏 
 

坂口佳穗（ビーチバレー） 

1996 年 3 月 25 日（20 歳） 

宮崎県 串間市 出身 

マイナビ／KBSC 所属 

武蔵野大学在学中 

日本ランキング 36 位 

（2016 年 5 月 8 日時点） 

 

 



 
 

 

 

■ANESSA MAKE UP LESSON 詳細 

日やけ止めブランド「アネッサ」と資生堂メーキャップアイテムを使用した、屋外でトレーニングする時でも紫外線や乾燥から

肌を守り、汗にも崩れにくいメーキャップレッスンです。 

資生堂ヘア＆メーキャップアーティストによる、正しい日やけ止めの塗り方伝授とメーキャップデモンストレーションの後ご自

身でのメーキャップ実習を行います。 

メークのポイントは肌づくり・眉・口もと・紫外線・汗対策も万全に。 

※当日は、ご自身のメークを落としてから実習いただきますので、落としやすいお化粧でお越しください。 

※メーキャップアイテムのご用意もありますが、いつもご愛用の化粧品を持参いただき、使用することもできます。 

 

＜資生堂「アネッサ」について＞ 

15 年連続売り上げシェア No.1*の日やけ止めブランドです。2016

年 2 月 21 日（日）より、レジャー・スポーツシーンに最適な、使

用シーンと使用部位に合わせて選べる新製品を発売しました。汗や

水に触れると紫外線をブロックする膜が強くなる、革新的な技術

「アクアブースター技術」を、パーフェクト UV アクアブースター

をはじめとした 3 品に搭載しています。 

この新製品発売により、日本女性たちが美しさを保ちながら、 

レジャー・スポーツを思いきり楽しむことをサポートします。 

 

このたび、「adidas MeCAMP」とコラボレーションすることで、汗や紫外線から、スポーツを楽しむ女性の肌を守り、今後さらに

スポーツを楽しみたいと思う機会を引き上げていくことを目指します。 

 

*インテージ SRI 日やけ止め市場 データ期間：2000 年 11 月～2015 年 10 月 アネッサブランド（金額シェア） 

 

 

 

■Panasonic Beauty Training TRY ON 詳細 

パナソニック 「ビューティトレーニング」は、ランニングやワークアウトをしながら、同時にお腹周りの筋肉を引き締めること

ができる、新発想のトレーニングギアです。「人間の動作」と「電気刺激による筋肉の収縮」を同時に行い、筋肉を効率的に鍛え

ます。 

※ランニングやワークアウトのコンテンツ時におなかにパナソニック 「ビューティトレーニング」を巻いて頂きます。 

 

＜パナソニック「ビューティトレーニング」について＞ 

ビューティトレーニングは、理想的なボディラインを効率的に手に入れたいという方に向け、 

2015 年 9 月 21 日に発売した EMS（※）エクササイズ機器です。 

 

一般的に有酸素運動に、筋力トレーニングを組み合わせることで、  

より効果的に体を引き締めることができると言われています。  

本製品は、ランニングやウォーキング時の身体のひねり動作をセンサーが検出し、  

伸びる筋肉に対して負荷（電気刺激）をかけることで、運動  

をしながら、ウエストの筋トレをすることを可能にしました。  

 

発売当初より、アディダス ジャパンとのコラボレーションにより、“トレーニングの質と 

効率を変えることで、美しいカラダを手に入れる” 「美トレ習慣」をご提案。 

今回も、夏に向けた効率的なエクササイズの提案で、美しいボディラインを  

求めるニーズに応えます。  

 

▼ビューティトレーニング（ラン・ウォーク用ウエスト）ES-WB60 http://panasonic.jp/b-tre/ 

※：Electric Muscle Stimulation 電気的筋肉刺激  

 

 

http://panasonic.jp/b-tre/


 
 

 

 

 

 

 

 

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（株式会社イニシャル内）担当：牧野、吉木、宮島  

TEL：03-6862-6688 FAX：03-5572-6065 E-mail：adidas@vectorinc.co.jp 

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

 

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：0570-033-033 営業時間：月～金 9：30～18：00 

※通話料はお客様のご負担となります。予め、ご了承ください。 ※品質向上のために通話内容を録音させていただいております。 

 

製品情報 : adidas.com/training   twitter 公式アカウント：@adidasWOM_jp 

アディダス オンラインショップ : http://shop.adidas.jp/women/ 
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