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＜報道資料＞ 2017 年 9 月 28 日 
アディダス ジャパン株式会社 

 

【日本 2、3 店舗目となる「STADIUM(スタジアム)」コンセプト店舗が誕生】 

「アディダス ブランドコアストア 新宿」 
「アディダス ブランドコアストア 池袋」 

2017 年 10 月 6 日（金）新宿、20 日（金）池袋 リニューアルオープン！ 

-新宿は、世界 2 店舗目・日本初の「TEST&CREATE フットボール」を導入- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、コンシューマーにクリエイティブなインスピレーションをもたらす「STADIUM（スタジアム）」をコンセプトに

した「アディダス ブランドコアストア 新宿」（東京都新宿区新宿 3-27-4）を 2017 年 10 月 6 日（金）に、「アディダ

ス ブランドコアストア 池袋」（東京都豊島区南池袋 1-19-5）を 2017 年 10 月 20 日（金）にリニューアルオープンい

たします。 
 

「アディダス ブランドコアストア 新宿」と「アディダス ブランドコアストア 池袋」は日本で 2 番目・3 番目となる

「STADIUM（スタジアム）」コンセプトの店舗として誕生します。アディダス グループは東京を含む世界の主要 6 都

市を“キーシティ”と定め、各都市におけるマーケット拡大に力を注いでいます。新宿・池袋は交通のハブとなる主要エ

リアであり訪日外国人旅行客も多く、特に新宿はインバウンドでのセールスも都内最大級※1の規模となっています。 

こうしたマーケットの特性を考慮し、「アディダス ブランドコアストア 新宿」では、世界で 2 店舗目・日本初となる

「TEST&CREATE フットボール」の導入を始め、“RUN GENIE”を活用したランニングスペース及び無料シューズ分析、

アパレルに文字やロゴをマーキングすることが出来るプリントショップ、自分だけの 1 足を自由にカスタマイズできる

「mi adidas（マイ アディダス）」コーナーをオープンするなど、これまで以上にお客様のエクスペリエンス（体験）

に重きを置いた店舗設計を施し、体験型の店舗に生まれ変わります。(※1)都内のアディダス直営店との比較 

また、本店舗では特にオムニチャネル戦略を強化することにより、コンシューマーとのタッチポイントを拡大し、エキ

サイティングなブランド体験をシームレスに提供できる環境を整えました。 
 

今回、リニューアルオープンを記念し、「TOKYO EDITION」シリーズの第 3 弾となる「Shinjuku」限定モデルのフット

ウェア・T シャツの展開を予定しています。また、オープニングキャンペーンとして、冬の寒い環境下でも、寒さから

アスリートを守るアディダスの蓄熱テクノロジー「climaheat（クライマヒート）」搭載のトレーニングウェア体験イ

ベント「CLIMA CYLINDER（クライマシリンダー）」も期間限定で開催いたします。同店に、極寒の寒さを再現した高

さ約３m の巨大シリンダーを設置。冬の寒さを再現したシリンダー内に、CLIMAHEAT を着て入り、軽度の運動を行い、

その機能を実体験できる特別な試着体験をすることができます。 



 

■アディダス ブランドコアストア 新宿 

＜店舗概要＞ 

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

所在地 ： 〒 160-0022 東京都新宿区新宿 3-27-4 

電話番号 ： 03-5360-6650 

定休日 ： 不定休 

営業時間 ： 11:00～22:00 

営業開始日 ： 2017 年 10 月 6 日（金） 
 

＜展示商品数＞＊オープン時 

＜Performance＞フットウェア（161 アイテム）／アパレル（255 アイテム）／アクセサリー（145 アイテム） 

＜ Sports Style ＞フットウェア（107 アイテム）／アパレル（165 アイテム）／アクセサリー（59 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・アディダス オリジナルス 
 

【 TEST & CREATE フットボール】 

「アディダス ブランドコアストア 新宿」には、世界 2 店舗目・日

本初※1導入となる「TEST & CREATE フットボール」が導入されて

おり、シューズを試履きしながら、二名での対戦も可能なキック

ターゲットゲームや、蹴ったボールのスピードを瞬時に計測する

ことが可能です。 

（※1）ミラノに次いで世界で 2 店舗目の導入となります。 
 
 

【店舗限定アイテム・プリントショップについて】 

1）TOKYO EDITION の第 3 弾となる「Shinjuku」限定モデルを 10 月 6 日（金）から数量限定で発売！ 

東京を駆け抜けるシティランナーのための数量限定アイテム「TOKYO EDITION（トーキョー エディション）」シリ

ーズの第 3 弾となる新宿限定商品「adizero japan BOOST 3 stone trace（ストーン トレース）」（※数量限定 200

足）と新宿の市街地図からインスパイアされたデザイン T シャツ「stone trace tee（ストーン トレース ティー）」

（※数量限定 100 着）を発売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

2）五郎丸選手など日本を代表するアスリートや、新宿をイメージした限定プリントを無料マーキング 

15,000 円（税別）以上お買い上げのお客様に、アディダス契約アスリートや新宿をイメージした新宿店限定オリジ

ナルマークを店内プリントショップにて無料マーキングするキャンペーンを提供いたします。 

（期間：2017 年 10 月 6 日～10 月 31 日まで） 

 

 

 

 

 

 

【商品情報】 

商品名 ：adizero japan BOOST 3 stone trace 

金額 ：￥18,500+税 

サイズ ：25.5cm～30.0cm 

発売日 ：10/6(金) 

足数 ：200 足限定 

香川 真司選手 

（FOOTBALL） 

山田 哲人選手 

（BASEBALL） 

五郎丸 歩選手 

（RUGBY） 

アディダス ブランドコアストア 新宿 

オリジナルデザイン 

日本初導入となる 
「TEST & CREATE フットボール」 



 

■アディダス ブランドコアストア 池袋 

＜店舗概要＞ 

店舗名  ：  アディダス ブランドコアストア 池袋（adidas Brand Core Store Ikebukuro） 

所在地  ： 〒 171-0022 東京都豊島区南池袋 1-19-5 南池袋共同ビル 1・2F 

電話番号  ： 03-5960-1300 

定休日 ：  不定休 

営業時間 ： 11:00～20:30 

営業開始日 ：  2017 年 10 月 20 日（金） 

 

＜展示商品数＞＊オープン時 

＜Performance＞フットウェア（93 アイテム）／アパレル（261 アイテム）／アクセサリー（92 アイテム） 

＜ Sports Style ＞フットウェア（52 アイテム）／アパレル（71 アイテム）／アクセサリー（22 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・アディダス オリジナルス 

 

■「CLIMA CYLINDER（クライマシリンダー）」開催概要 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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。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 9 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、長野、三浦 

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。 

【イベント名】    「CLIMA CYLINDER」体験イベント 

【実施店舗】 アディダス ブランドコアストア 新宿 

                                  （東京都新宿区新宿 3-27-4） 

       アディダス ブランドコアストア 池袋 

                                  （東京都豊島区南池袋 1-19-5） 

【実施期間】 新宿店：2017 年 10 月 6 日（金）～10 月 17 日（火） 

                        ※営業時間（11:00～21:00）  

   池袋店：2017 年 10 月 20 日（金）～11 月 7 日(火) 

                        ※営業時間（11:00～20：30）  

【体験枠】 各日先着 30 名様 ※両店舗共通 

【参加料金】 無料 

【ウェブサイト】 http://www.adidas-climacylinder.jp/ 
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