
 
 

 

 
 

 
 
報道関係者各位 

2017 年 3 月 13 日 
ゕデゖダス ジャパン株式会社 

 

2017 年 4 月より、『ADIDAS TERREX TRAIL CARAVAN』始動。 

アウトドア アスリートのためのギア「ADIDAS TERREX」の 
体験型ブースが各地の人気トレイルランニングイベントに登場 

http://shop.adidas.jp/terrex 

#adidasterrex #livewithoutlimits 

マルチスポーツブランドのゕデゖダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:ポール・ハーデゖステゖ)は、

2017 年 4 月より「ADIDAS TERREX TRAIL CARAVAN(ゕデゖダス テレックス トレル キャラバン)」を始動いたしま

す。本キャンペーンは、日本国内の人気トレルランニングベントを巡り、ADIDAS TERREX のトレルラン向け最

新プロダクトの展示や、最新プロダクトを実際にレースや試走時にお試し頂ける TRY-ON を行うものです。 

 

また、ADIDAS TERREX TRAIL CARAVAN の最初の大会である“ハセツネ 30K”に向けて、2017 年 3 月 10 日(金)10:00～3

月 19 日(日)23:59 まで、ゕデゖダス オンランショップにおいて、「TERREX でハセツネを疾走る。」キャンペーンを

開催いたします。期間中に、最新トレルランシューズ「TERREX AGRAVIC SPEED (テレックス ゕグラビック スピー

ド) 」をご購入頂いた方の中から抽選で 2 名様に、“2017 年 4 月 2 日(日)「ハセツネ 30K」への出場権と出場時のウェゕ

一式”をプレゼントします。 

 

ADIDAS TERREX とは 

ゕデゖダスがゕウトドゕゕスリートの為に創り出す、この地球を自由に遊ぶためのハパフォーマンスゕウトドゕギ

ゕのランナップです。 

 
■ADIDAS TERREX TRAIL CARAVAN 日程                                                 

2017 Spring / Summer 

1. 4 月 1 日(土)  HASETSUNE トレランギゕ・フェス 2017 

2. 4 月 2 日(日)  ハセツネ 30K 

3. 4 月 22 日(土)  善光寺ラウンドトレル 

4. 5 月 20 日(土)  経ヶ岳バーテゖカルリミット 

5. 5 月 28 日(日)  OSJ 奥久慈トレル 

6. 6 月 11 日(日)  スリーピークス八ヶ岳トレル 

 

※2017 年 3 月時点での予定となります。追加・最新情報はゕデゖダス テレックス公式サト(http://shop.adidas.jp/terrex)にて順

次更新されます。 
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アディダスが提案するアウトドアアスリートのためのギア 

■TERREX でハセツネを疾走る。キャンペーン                                           

概要  ：キャンペーン期間中、ゕデゖダス オンランショップにて対象シューズをご購入頂いたお客様の中から抽選で 2 名様  

対象期間  ：に、2017 年 4 月 2 日(日)開催「ハセツネ 30K」の参加権と TERREX トレルランニングウェゕ一式をプレゼント。 

対象期間 ：2017 年 3 月 10 日(金)10:00～3 月 19 日(日)23:59  

対象商品 ：TERREX AGRAVIC SPEED (BB3063 / BB1955) 

賞品 ：ハセツネ 30K 参加権と TERREX トレルランニングコーデゖネート一式 

   ①TERREX AGRAVIC WIND SHIRT (AZ2175) 

   ②TERREX AGRAVIC SHORT (B45657) 

   ③TERREX AGRAVIC RUN PACK (S99658) 

   ④TERREX コンプレッションソックス (S99681) 

応募サト ：http://shop.adidas.jp/terrex/cp/trailrun 

当選発表 ：ご当選者には 3 月下旬にメールにてご案内いたします。 

注意事項 ：ご当選者は上記のハセツネ 30K にご参加頂ける方を対象といたします。 

   当選の権利はご購入者ご本人のみ有効です。譲渡はできません。 

   ハセツネへの参加に関して、現地までの交通費・宿泊費等はご当選者様ご自身での負担となります。 

   レース中、写真、あるいは映像を撮影させて頂くことがございます。また、マスメデゖゕやンターネット等での販促 

   活動等に、これらの写真または映像を活用させて頂く可能性がございます。予めご了承ください。 

 

■ABOUT TERREX                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽量で雨風に強い撥水性と透湿性を持つパーテックス・クゔン

タムと、保温性と通気性を備え、衣服内環境を一定に保つポー

ラテックゕルフゔを搭載。 

BS3615 / ¥17,000 +税 

風に屈しないパフォーマンス 

TERREX AGRAVIC HOODED ALPHA SHIELD 

テレックスシリーズ最軽量トレイルランシューズ 

TERREX AGRAVIC SPEED 

高いグリップ力を誇るコンチネンタルラバーがあらゆるトレ

ルコンデゖションに対応。山々をより速く、より遠くまで疾走

るための、テレックスシリーズ最軽量トレルランシューズ。 

BB3063 / ¥13,000 +税 

 

※価格は全て自店販売価格となります 

TERREX AGRAVIC WIND SHIRT 

防風性、透湿性に優れたハテクナロ

ン素材パーテックス・クリブリゕム

を採用した軽量 T シャツ。 

AZ2175 / ¥13,000+税 

TERREX AGRAVIC RUN PACK 

TERREX AGRAVIC SPEED とデザン連

動するトレルランニング用バックパ

ック。 

S99658 / ¥12,000+税 

 

TERREX コンプレッションソックス 

トレルランニングではカーフガード

としても機能する、コンプレッションソ

ックス。 

S99681 / ¥2,490+税 

 

 

TERREX AGRAVIC SHORT 

吸汗速乾性に優れた、ハテクナロン

素材パーテックス・クリブリゕムを

採用した軽量ショーツ。トレルランニ

ングからクラミングまで幅広いゕウ

トドゕスポーツで使用可能な一枚。 

参考重量 O サズ 65 グラム 

B45657 / ¥11,000+税 

http://shop.adidas.jp/terrex/cp/trailrun


 
 

 

■取扱店舗                                                     

ゕデゖダス ブランドコゕストゕ 原宿、他 http://www.adidas.com/jp/apps/shoplocator 

ゕデゖダス オンランショップ  http://shop.adidas.jp/terrex 

その他ゕデゖダス取扱店   http://www.adidas.com/jp/apps/shoplocator 

※ゕデゖダス ブランドコゕストゕ 原宿は 2017 年 3 月 10 日(金)にオープンしたランニング注力店舗となります。 

 

■最新情報について                                                     

adidas TERREX 公式ページ   http://shop.adidas.jp/terrex 

adidas TERREX 公式 Twitter   https://twitter.com/adidasTERREX_jp 

adidas Japan 公式 Facebook   http://www.facebook.com/adidas.jp 

adidastokyo 公式 Instagram   https://www.instagram.com/adidastokyo 

adidas Japan 公式 YouTube   https://www.youtube.com/user/adidasjapan 

 

 

＜本件に関する報道関係者からのお問い合わせ＞ 
ゕデゖダスジャパン広報事務局(株式会社ニシャル内)担当：森田 / 有田 
TEL : 03-6862-6688  FAX : 03-5572-6065 email : 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＞ 

ゕデゖダスグループお客様窓口 Tel：0570-033-033 (土日祝除く、9:30～18:00) 
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