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＜報道資料＞ 2017 年 6 月 20 日 
アディダス ジャパン株式会社 

 

【九州最大のアディダス直営店が同時に誕生】 

「アディダス ブランドコアストア 福岡」 
「アディダス オリジナルスショップ 福岡」 

2017 年 7 月 1 日（土）天神エリアに同時リニューアルオープン 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、スポーツスピリットを体感できる「HomeCourt 2.0（ホームコート 2.0）」をコンセプトにした「アディダス ブラ

ンドコアストア 福岡」（福岡市中央区天神 2-4-27）と、ストリートスポーツウエアブランド「アディダス オリジナル

ス」より「アディダス オリジナルスショップ 福岡」（福岡市中央区天神 2-4-25）を、2017 年 7 月 1 日（土）に福岡

の天神エリアに同時オープンいたします。 

 

「アディダス ブランドコアストア 福岡」は「HomeCourt 2.0（ホームコート 2.0）」の店舗として誕生します。

「HomeCourt 2.0（ホームコート 2.0）」は試合のエネルギーやイベントのスリル、そしてファンの熱狂を消費者が体

感できるスペースがあることが特徴です。アディダスが持つ最新のテクノロジーが詰まっており、シューズの詳細デー

タを瞬時に表示する高機能タッチパネル「Shoe Bar（シュー・バー）」の他、デジタルサイネージを店舗内に設置しま

す。また、取扱商品が全てスポーツパフォーマンス商品であることも特徴となっています。 

 

「アディダス オリジナルスショップ 福岡」は周辺の街並みや文化に根付き、コンシューマーと共にストリートカルチ

ャーを発信する場を創造するという「アディダス  オリジナルス」の掲げる「NEIGHBORHOOD（ネイバーフッド）」コ

ンセプトの店舗として誕生します。お客様とのコミュニケーションを図り、地域のストリートカルチャーコミュニティ

ーと密接につながることで、福岡のカルチャーの中心地である天神から、「アディダス オリジナルス」がオーセンテ

ィックなストリートブランドであることを発信していきます。また、天神へと移転し、店舗面積を前身の約 5 倍の規模

へと拡大することで、九州最大のアディダス オリジナルス直営店として生まれ変わります。それに伴いウィメンズの

展開商品を大幅に拡充し、新たにキッズ商品の取扱いもスタートするなど、これまで以上に幅広い層にショッピングを

楽しんでいただける環境が整いました。 



 

今回、両店舗が前身から 10 年以上、福岡の皆様に支えられたことへの感謝と、リニューアルオープンを記念し、商品

を購入したお客様にプレゼントを差し上げるキャンペーンを 7 月 1 日（土）より 7 月 9 日（日）まで実施いたします。

期間中は天神エリアで人気を博すショップとアディダスのスペシャルコラボレーションを実施し、地域の皆様とつなが

ることで、福岡のスポーツスピリット・ストリートカルチャーを更に盛り上げていきます。 

 

■アディダス ブランドコアストア 福岡 

＜店舗概要＞ 

店名  ： アディダス ブランドコアストア 福岡（adidas Brand Core Store Fukuoka） 

所在地 ： 〒 810-0001 福岡市中央区天神 2-4-27 嘉穂無線天神Ａビル・イースト 

電話番号 ： 092-735-6300 

定休日 ： 不定休 

営業時間 ： 11:00～20:00 

営業開始日 ： 2017 年 7 月 1 日（土） 

アクセス ： 西鉄福岡(天神)駅 市営地下鉄天神駅 徒歩５分     

 

＜展示商品数＞＊オープン時 

＜Performance＞フットウェア（120 アイテム）／アパレル（352 アイテム）／アクセサリー（102 アイテム） 

 

＜主な取扱商品カテゴリー＞ 

ランニング・トレーニング・アスレチクス・フットボール 

 

＜店舗限定アイテム＞ 

和田毅選手・斉藤和巳元選手をモデルにしたリニューアル記念シューズを数量限定で発売！ 

アディダス契約アスリートであり、福岡ソフトバンクホークス所属の和田毅選手と、アディダス契約アンバサダー

である斉藤和巳元選手をモデルにしたリニューアル記念シューズをアディダス ブランドコアストア 福岡店限定で

販売いたします。（※数量限定 計 30 足） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜レコメンドアイテム＞ 

UltraBOOST X（ウルトラブースト エックス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性専用のプレミアムランニングシューズ「UltraBOOST X（ ウルトラブー

スト エックス）」に 2017 年秋冬シーズンのニューカラーが登場。 

「UltraBOOST X」は、女性の足に美しくフィットして心地よい履き心地を

もたらす「アーチサポートシステム」や、優れたクッション性と反発力によ

りバネのような新感覚のクッション性をもたらす「BOOST ™ フォーム」な

ど、女性ランナーの走りを高める優れた衝撃吸収性も備えている。 

【商品情報】 

品番 ：CM7430 

商品名 ：adiZERO japan BOOST 3  Saito Kazumi Edition, 

adiZERO japan BOOST 3  Wada Tsuyoshi Edition 

金額 ：￥18,500+税 

展開サイズ：25.5cm～28.5cm 

発売日 ：7/1(土) 

足数 ：各 15 足（合計 30 足） 

 

BY2710 ￥20,000＋税 



 

■アディダス オリジナルスショップ 福岡 

＜店舗概要＞ 

店舗名  ：  アディダス オリジナルスショップ 福岡（adidas Originals Shop Fukuoka） 

所在地  ： 〒 810-0001 福岡市中央区天神 2-4-25 嘉穂無線天神 B ビル 

電話番号  ： 092-718-3200 

定休日 ：  不定休 

営業時間 ： 11:00～20:00 

営業開始日 ：  2017 年 7 月 1 日（土） 

 

＜展示商品数＞＊オープン時 

合計    ： 410 アイテム  

フットウェア ： 180 アイテム  

アパレル   ： 180 アイテム  

アクセサリー ：   50 アイテム 

 

＜レコメンドアイテム＞ 

CAMPUS（キャンパス） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■オープニングキャンペーン 

期間限定のスペシャルコラボレーション！ 

 

今回のリニューアルオープンを記念し、福岡の人気ショップとコ

ラボしたスペシャルフードトラックをご用意しております。 

7 月 1 日（土）～7 月 9 日（日）の間、アディダス ブランドコア

ストア 福岡・アディダス オリジナルス ショップ 福岡でしか体験

できない限定フードを販売いたします。（数量限定） 

 

また、両店舗でのお買上げ金額の合計が 15,000 円+税 以上の 

お客様にはオリジナルギフトもご用意しております。 

(毎日先着 10 個 なくなり次第終了) 

 

 

 

 

 

 

BZ0084 ￥9,990＋税 

東京を拠点とするバンド「OKAMOTO'S」が

CAMPUS を着用し、東京の街中を舞台に、

フォトグラファーの伊藤大輔氏が撮影した

作品を展示します。 



 

期間限定スペシャルフードトラックにおけるコラボショップ（7/1～7/9 のみ） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご参考：アディダス直営店について 

アディダス ジャパンは現在日本全国に、計 85 店舗の直営店を展開。今回オープンした福岡店を含むブランドコアストア 22 店舗に加え、パフォーマンスセンター

1 店舗、ランナーのための拠点となるコンセプトショップ 1 店舗、女性のスポーツライフに特化したウィメンストア 1 店舗、1972 年から 1996 年まで「adidas 社」

のカンパニーロゴだったトレフォイルロゴ（三つ葉のロゴ）をシンボルマークとする「アディダス オリジナルス」ブランド商品を展開するショップを 33 店舗。そ

の他日本サッカーミュージアムショップ「FLAGS TOWN」1 店舗、キッズストア 2 店舗、ファクトリーアウトレット 24 店舗にて構成されています。（2017 年 6

月現在） 

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

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：髙村、塩田 

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

Japanese sweets set : 

鈴懸  

創業九十余年、「現代の名工」に称された初代中岡三郎の教えに 

もとづき九州、博多の風土に豊かに育まれてきた。 

厳選した自然素材のみに由来する味と技を極める、伝統的な和菓子

店。 

Cold-pressed juice : 

 コールドプレスジュース専門店 walker juice. WALKER JUICE DAYS   

福岡発のジュースクレンズの専門店として 2017 年 7 月にオープン。九

州を始め、日本各地の生産者から仕入れた新鮮で旬な食材をふんだん

に使い、体に必要な栄養を体が一番喜ぶ方法で摂取出来る 100%raw ジ

ュースを提供。 

Iced coffee : 

 NO COFFEE 

2015 年 12 月にコーヒー激戦区である福岡に OPEN。 

“Life with good coffee”をコンセプトに、コーヒーだけでなくタンブ

ラーや T シャツなど、オリジナルプロダクトの販売を通じ、ライフ

スタイルを提案。 

Lollipop ice candy : 

オリジナル 

暑くなってきた季節にピッタリのアイスキャンディーに、アディダ

スロゴをあしらったオリジナル商品が登場。 

食べ終わるとスティック部分に「#ADIDASFUKUOKA」のハッシュ

タグが現れる。 
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