
 

 

＜報道関係各位＞ 

2017 年 2 月 17 日 

アディダス ジャパン株式会社 
 

『UltraBOOST X』発売を記念した女性限定ポップアップランニングステーション 

『LOUNGE

ラ ウ ン ジ

 X

エックス

』が 2 月 18 日(土)～26 日(日)まで表参道にオープン 
オープニングイベントに福士加代子選手、浅見れいなさん、ゆう姫（Young Juvenile Youth）さんら豪華ゲストが登壇 

https://goo.gl/qolTtL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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、

プレミアムランニングシューズとして展開している UltraBOOST から初めての展開となる、女性のために開発した女性

専用モデルのランニングシューズ「UltraBOOST X」（ウルトラブースト エックス）の発売を記念し、アディダス ジ

ャパン史上初となる女性限定のランニングステーション「LOUNGE X」（ラウンジエックス）（https://goo.gl/qolTtL）

を 2 月 18 日（土）から 2 月 26 日（日）の 9 日間限定でオープンいたします。 

また、オープンに先駆けて、本日 2 月 17 日（金）には報道関係者向けにオープニングイベントを実施いたしました。

トークショーには、女性のためにオープンした「LOUNGE X」に相応しい福士加代子選手（ワコール女子陸上競技部）

や、浅見れいなさん（女優・モデル）、ゆう姫（Young Juvenile Youth）さん（シンガー）の豪華な３名にお越しいた

だき、女性ならではの観点で、施設やシューズについて語っていただきました。 
 

■オープニングイベントには、福士加代子選手、浅見れいなさん、ゆう姫（Young Juvenile Youth）さんら豪華ゲストが登場！ 

アディダス ジャパンとして初となる女性限定のランニングステーション「LOUNGE X」 

のオープンを記念して開催されたイベントでは、豪華女性ゲスト陣が集結し、自らの

ランニングに対する想いを語りました。「UltraBOOST X」について聞かれると、福士

選手は「クッション性が、今年一番のシューズ！お気に入りです。」と新作のシュー

ズについてコメントしました。浅見さんは「デイリーユーズでもおしゃれに使えそう

です」とシューズのファッション性についても語りました。 

また、「LOUNGE X」のテーマになると、福士選手は「エントランスからクリア

でキレイですね」と感想を語り、浅見さんは「オシャレで走る前からテンション

上がりますね。雰囲気がよくて女性も来やすいと思う。」とコメントしました。

また、ゆう姫さんは「UltraBOOST X の”X”をカケルに見立て、写真の被写体との

掛け算で完成するアートです。」と自身のアート作品のコンセプトについて語り

ました。トークショー終盤には、福士選手から「アート×ランで新しいランニン

グ体験を見つけ、皆さんランニングをもっと楽しんで下さい」と女性ランナーに

向けたメッセージをいただき、大盛況のうちにトークショーは終了しました。 
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■無料で利用出来る女性限定のランニングステーション「LOUNGE X」（ラウンジエックス） 

2 月 18 日（土）から 2 月 26 日（日）まで期間限定オープン 
 

「LOUNGE X」は 2 月 18 日（土）から 2 月 26 日（日）までの 9 日間限定で表参道にオープンいたします。日

常的にランニングをしている女性はもちろん、表参道近辺で仕事やプライベートを楽しむ女性にも、新たなラ

ンニングの楽しみ方を提案します。 
 

◎最新ランニングシューズとウェアの展示・体験： 

 店内にて最新シューズ UltraBOOST X の展示と試履をご利用いただけます。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

◎Special Lesson 

毎日 11:00、19:00 の 2 回、無料のスペシャルレッスンを開催します。ランニングはもちろん、ヨガや 

コアトレーニングなど日によってあらゆるレッスンが体験いただけます。 

（各回定員 25 名、期間中お 1 人様 3 セッションまで申し込み可能。※特設サイトより要事前予約） 

＜プレミアムフライデー特別セッション＞ 

 2/24（金）はプレミアムフライデーに伴い、通常より早い時間帯から夜のセッションを開催します。 

   湯田友美さんによる YOGA& ART HUNTING RUN などを体感し、月末の金曜日を贅沢にお過ごしください。 

 

◎ART HUNTING RUN 

 

表参道近辺の 3箇所に、ゆう姫(Young Juvenile Youth)さん、

GIMICO×AKIKO ISOBE さん、Pyuu Piru さんとコラボレーシ

ョンしたアートを特別に展示しております。 

お渡しした MAP をもとにその場所を巡ってランニングい

ただいた方にはプレゼントをさしあげます。  

※数に限りがございます 

 

 

 

 

 

＜参画アーティスト紹介＞ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

ゆう姫（Young 

Juvenile Youth）さん 
 

国内外から注目を集め

る、エレクトロニック

ミュージックユニッ

ト。 

GIMICOさん 
 

日本で初めての義足

モデル。2016年パラ

リンピックの閉会式

で圧倒的な存在感を

放った。 

Pyuupiruさん 
 

性差を超えた類稀

なる存在として、世

界的評価を集める

現代美術家。 

 

展示された UltraBOOST X 17SSの新作ウェア ラウンジスペース（ヨガの場合） 

GIMICO×AKIKO ISOBE 

「GREATER ME」 

ゆう姫×三嶋章義 

「×カケル」 

Pyuupiru 

「GOD×」 

 



【施設概要】 

■特設サイト：https://goo.gl/qolTtL 

■開催期間 ：2017 年 2 月 18 日（土）～2 月 26 日（日）10:00～21:00（受付終了 20:30） 

■開催場所 ：SO-CAL LINK OMOTESANDO（東京都渋谷区神宮前 4-9-8） 

■施設利用 ：無料 

■サービス内容：予約不要で女性ならどなたでも利用できる無料のランニングステーションとして、更衣室等

の提供を行います。手ぶらでもランニングをお楽しみいただけるよう、ウェアやシューズの貸出も無料で行い

ます。（数に限りがございます。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

【商品情報】 

●商 品 名: UltraBOOST X（ウルトラブースト エックス） 

●U R L: https://goo.gl/KvxcVy 

●カ ラ ー 展 開:BA8278 コアブラック/イージーブルー/グローオレンジ 

        BB1696 コアブラック/ソリッドグレー/オニキス 

 BA8005 ミッドグレー/ソリッドグレー/シルバーメット （※2 月 23 日発売） 

 BB5512 ブラック-ホワイト/ブラック-ホワイト/ランニングホワイト（※adidas by Stella McCartney モデル） 

●サ イ ズ:Women’sのみ 22.0～26.5cm 

●BOOST™フォーム含有率:100% / ミッドソール面積中 

●発 売 日:2017 年 2 月 9 日（木）アディダス オンラインショップにて先行発売中 

     2017年 2月 23日（木）全国のアディダス直営店、adidas RUNBASE等、一斉発売  

    （※adidas by Stella McCartney モデルは一部店舗除く） 

●自 店 販 売 価 格:￥20,000(税別)～ ※BA8005/￥22,000(税別) ※BB5512/￥28,000(税別) 

●取 扱 店 舗:全国のアディダス直営店、、 

   アディダス オンラインショップ(http://shop.adidas.jp/running)、 

   adidas RUNBASE（http://adidas.jp/running/runbase/）、 

     ACE SHOES STUDIO、ABC-MART Grand Stage、西武池袋店、Marui Web、 

      阪急イングス、emmi、W&E（取扱カラーおよびサイズは店舗によって異なります） 

        （※BB5512 は、adidas by Stella McCartney 取扱店舗での販売となります。） 

●商 品 イ メ ー ジ: 

 

 

 

 

 

  

©2017 adidas Japan K.K. adidas and the 3-Stripes mark are trademarks of the adidas Group. 

＜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 (土日祝除く、9:30～18:00) 

＜本商品に関するお問い合わせ＞ 

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：塩田/髙村 

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

【BA8278】 【BB1696】 【BA8005】 【BB5512】 

展示スペース 1 パウダースペース 展示スペース 2 
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