
 

 

＜報道関係各位＞ 

2017 年 9 月 28 日 
アディダス ジャパン株式会社  

【アディダス ジャパン史上最大！総勢 2,000 人が集結】 

ランニング・エンターテイメント・カルチャーが融合した次世代型ランニングフェス 

adidas Runners of Tokyo presents 

『TOKYO
ト ー キ ョ ー

 RUN
ラ ン

＋
プラス

5
ファイブ

CHALLENGE
チ ャ レ ン ジ

』開催決定！ 
有末麻祐子さん、藤森慎吾さんらスペシャルゲストの他、adidas 契約アスリート 10 名も参戦決定！ 

2017 年 11 月 11 日（土）東京都内にて 
http://shop.adidas.jp/running/community 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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、

2017 年 11 月 11 日（土）に、アディダスジャパン史上最大*1となる総勢 2,000 人規模の次世代型ランニングフェス 

『adidas Runners of Tokyo presents -TOKYO RUN＋5 CHALLENGE-』を開催いたします。 
*1 アディダス ジャパンが主催となり 2017 年 9 月までに行ったランニングイベントと比較 
 

■『adidas Runners of Tokyo presents -TOKYO RUN＋5 CHALLENGE-』とは 

5 人１組のチームで東京都内に設定された【4km/6km/8km/12km】＊2のランニングコースを駆け巡り、5 種類のシーク

レットチャレンジに挑戦していただく、全く新しいランニングイベントです。ゴール地点にはフェス会場を設け、アフ

ターパーティーとして、DJ によるパフォーマンスやアワードの発表などを予定しております。スポーツとカルチャー

が融合したエキサイティングなコンテンツをお楽しみください。 
＊2 各チームの走力に合わせていずれかの距離をお選びいただけます 
 

『adidas Runners of Tokyo presents -TOKYO RUN＋5 CHALLENGE-』実施概要 
URL  ：http://shop.adidas.jp/running/community/ 

実施日時    ：2017 年 11 月 11 日（土）16:00-21:00（受付開始 16:00） 

開催場所      ：明治神宮外苑軟式野球場（スタート／ゴール地点） 

募集人数     ：2,000 名 

応募方法      ：2017 年 10 月 1 日（日）～10 月 25 日（水）までに上記 HP より応募 

参加費       ：無料（パーティーでの飲食は一部有料） 

参加賞  ：adidas Runners of Tokyo オリジナルランニング T シャツをプレゼント。 

   ※当日の着用をお願いいたします。 

タイムライン ： 16:00 受付&ラン開始 （受付後順次スタート） 

    19:00 AFTER PARTY スタート 

    20:00 メインステージスタート 

    20:30 AWARD CEREMONY 

    21:00 AFTER PARTY 終了  ※タイムスケジュールは予告なく変更になる可能性がございます。 

PRESS RELEASE 
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■＋5 SECRET CHALLENGE 

都内 5 箇所に設置された『＋5 SECRET CHALLENGE』は、アジリティ、バランス、チーム力など「心・技・体」が試され

る内容となっており、一人では体験できない新感覚のランニング体験を提供します。また、『＋5 SECRET CHALLENGE』の

各ポイントでは adidas 契約アスリート（10 名）やスペシャルゲストのサプライズ参戦も予定しており、皆様と一緒に

課題にチャレンジしていただきます。 
 

■スペシャルゲスト 

当日はスペシャルゲストも 5 人 1 組のチームを組んでサプライズ参戦し、皆様と一緒にランニングチャレンジに挑み

ます。 

 

 

 

 
 
 
 
 

■AFTER PARTY 

 

 

 

 

 

 

 

 ■adidas Runners of Tokyo リミテッドアイテム 

『TOKYO RUN＋5 CHALLENGE』の開催に合わせて、adidas Runners of Tokyo オリジナルデザインの 

「adizero japan BOOST 3 AR TOKYO EXCLUSIVE」を 300 足限定で 10 月 27 日（金）より発売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会場限定サービス『EVENT ORIGINAL LOGO PRINT』 
 

イベント当日は会場限定のサービスとして、アーティストとのコラ

ボデザインをプリントできる『EVENT ORIGINAL LOGO PRINT』を実

施いたします。 

受付でお渡しする adidas Runners of Tokyo オリジナルランニング

T シャツに好みのデザインをプリントすることができます。仲間と

お揃いのデザインでイベントに参加しよう！ 

 

 

■勝者は釜山でのランニングイベント”miRUN BUSAN”へご招待！ 

各距離【4km/6km/8km/12km】の優勝チームは、2018 年 4 月、韓国・釜山にて開催される、adidas Korea が展開

するランニングイベント“miRUN BUSAN“にご招待いたします。 

【商品情報】 
品番 ：CM7430 
商品名 ：adizero japan BOOST 3 AR TOKYO EXCLUSIVE 
金額 ：￥18,500+税 
展開サイズ：22.5cm～30.0cm 
発売日 ：10/27(金) 
足数 ：300 足限定 
販売店舗 ：アディダス ブランドコアストア(原宿/渋谷/新宿/お台場/六本木)、   

   adidas RUNBASE 

ランニングを終えたゴール地点は、アフターパーティーの会場となっており、

DJ によるパフォーマンスをはじめ、フェス会場のような雰囲気で様々なエンタ

ーテイメントコンテンツをお楽しみいただけます。 

【紅型ペインター：HAYATO MACHIDA】 

JJ 専属モデル 
有末麻祐子 

オリエンタルラジオ 
藤森慎吾 

 

カメラマン 
橋本塁 

YouTuber 

アバンティーズ 

YouTuber 

Kazu 



【参考資料：adidas Runners of Tokyo とは】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「adidas Runners」は、ドイツ（ベルリン）や、イギリス（ロンドン）などを始めとした世界 70 都市で展開

しているグローバル規格のランニングコミュニティです。 

 

■adidas Runners of Tokyo とは 

adidas Runners of Tokyo は 2016 年 9 月に日本で発足しました。活動開始から約 1 年でメンバー数は 2,000 人

を超え、ランニング初心者から、シリアスなサブ 3 ランナーまで、様々なタイプのランナーに合わせた幅広い

コンテンツを用意。プロのランニングコーチによるセッションや、フィットネスプログラムなど、「自分を高

めたい」という思いを叶えるハイレベルなプログラムで、ランナーたちを更なる高みへと導く本格的なサポー

トを提供しています。また、ベルリンやソウルなど、海外のコミュニティとの共同セッションや、ヨガ・フッ

トボールなどカテゴリを超えてのコラボセッションなど、ユニークなコミュニティ活動をきっかけにメンバー

同士が深く繋がるなど、楽しみながら成長できるのも魅力の一つです。 

現在は、アディダス ブランドコアストア 渋谷・原宿や adidas RUNBASE、SteP SPORTS 新宿を拠点として、

週 3 日の活動行っており、今後、活動や拠点の拡大を予定しております。 

 

【ランニングに新たなエクスペリエンスを】 

adidas Runners of Tokyo では、これまで誰も経験したことが無い、新感覚のランニングイベントを開催するこ

とで、ランニングの新たな魅力を提案してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

【adidas Runners of Tokyo のメンバーになろう！】 

▼コミュニティやイベント情報を HP からチェック 

【adidas Runners of Tokyo 公式 HP】 http://japan.adidas.com/adidasrunners/ja_JP/ 

【adidas Runners of Tokyo 公式 Facebook】https://www.facebook.com/groups/adidasrunnerstokyo/ 
 
 

©2017 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bars logo 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) email : shop@adidas.jp 

 
＜本件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：高村/岡田/塩田 
TEL : 03-6862-6688  FAX : 03-5572-6065 email : adidas@vectorinc.co.jp 

【GREEN LIGHT RUN TOKYO】 
都内 42.195km を青信号のみで走破！ 

カンヌライオンズ受賞の常識を覆す 

センセーショナルなシティマラソン 

【RUNNING 3 on 3】 
走力・戦略性・知性が試される 3 人制ランニングバトル 

“シティランニング”という新たなスタイルを確立 

【STUDIO X】 
初上陸！NY の MILE HIGH RUN CLUB とのコラボで 

ランとフィットネスが融合した新体験を実現！ 

http://japan.adidas.com/adidasrunners/ja_JP/
https://www.facebook.com/groups/adidasrunnerstokyo/
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