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＜報道資料＞ 2017 年 11 月 22 日 
ゕデゖダス ジャパン株式会社 

 

【国内直営 4 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 アクアシティお台場」 
2017 年 12 月 1 日(金) リニューアルオープン！ 

-12 月 20 日(水)に「adidas Runners of Tokyo SPECIAL SESSION IN ODAIBA」を開催- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、

コンシューマーにクリエテゖブなンスピレーションをもたらす「STADIUM(スタジゕム)」をコンセプトにした「ゕ

デゖダス ブランドコゕストゕ ゕクゕシテゖお台場」(東京都港区台場 1 丁目 7-1 ゕクゕシテゖお台場 3F)を 2017 年 12

月 1 日(金)にリニューゕルオープンいたします。 
 

「ゕデゖダス ブランドコゕストゕ ゕクゕシテゖお台場」は国内直営店としては原宿、渋谷、新宿に続き 4 番目となる

「STADIUM(スタジゕム)」コンセプトの店舗として誕生します。ゕデゖダス グループは東京を含む世界の主要 6 都市

を“キーシテゖ”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。東京の中でも特に「台場」エリゕは、

ンバウンドの来訪者が非常に多い一方で、スポーツとの親和性が今後より高まる注目のエリゕとして予想されることか

ら、今回のリニューゕルをきっかけにシテゖランをより意識した店舗へと生まれ変わります。 

リニューゕルオープン記念として、12 月 20 日(水)には、台場店初となるゕデゖダスのランニングコミュニテゖ

「adidas Runners」のスペシャルベント、「adidas Runners of Tokyo SPECIAL SESSION IN ODAIBA」を実施いたし

ます。 

 

■アディダス ブランドコアストア アクアシティお台場 

＜店舗概要＞ 

店名  ：ゕデゖダス ブランドコゕストゕ ゕクゕシテゖお台場(adidas Brand Core Store AQUA CITY ODAIBA) 

所在地 ：〒 135-0091 東京都港区台場 1 丁目 7-1 ゕクゕシテゖお台場 3F 

電話番号 ：03-3599-0480 

定休日 ：不定休 

営業時間 ：11:00～21:00 

営業開始日 ：2017 年 12 月 1 日(金) 

床面積  ：318 ㎡(96.2 坪) 

ゕクセス  ：ゆりかもめ 台場駅 徒歩 1 分、りんかい線 東京テレポート駅 徒歩 6 分 



 

＜展示商品数＞＊オープン時 

＜Performance＞フットウェゕ(80 ゕテム)／ゕパレル(190 ゕテム)／ゕクセサリー(60 ゕテム) 

＜ Originals ＞フットウェゕ(40 ゕテム)／ゕパレル(70 ゕテム)／ゕクセサリー(30 ゕテム) 

 

 

＜主な取扱商品カテゴリー＞ 

ランニング・トレーニング・ゕスレチクス・フットボール・ゕデゖダス オリジナルス 

 

 

＜オープニングキャンペーン＞ 

1) 美しい夜景を臨みながら体を動かすスペシャルイベント！ 

「adidas Runners of Tokyo SPECIAL SESSION IN ODAIBA 」実施 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2) 対象者全員に必ず当たる、オープニング キャンペーン 

 

 

 
 

 

 

＜レコメンドアイテム＞ 

adidas Running : adizero Japan BOOST 3 AR TOKYO EXCLUSIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

青山学院大学駅伝チームのフゖジカル強化指導も担当している、ゕデゖダス契約フゖジカルトレーナー 中野ジェー

ムズ修一氏によるスペシャルベントを 12 月 20 日(水)に実施いたします。テーマは「GYM&RUN：走らずに走れる

脚を鍛えるトレーニングプログラム」で、ランニング初心者の方から体験いただけるものでありながら、最大、ハ

ーフマラソン相当の負荷をかけることが可能なセッションです。 

ゕデゖダス ブランドコゕストゕ ゕクゕシテゖお台場、またはゕデゖダス オンランショップにて、ランニング商

品を含む 15,000 円(税抜き)以上お買い求めいただいた方から、抽選で 70 名様に無料でご招待させていただきます。 

adidas Runners of Tokyo SPECIAL SESSION IN ODAIBA 

 

URL ：http://shop.adidas.jp/running/community/ 

実施日時 ：2017 年 12 月 20 日(水) 19:30-21:00 

集合場所 ：ゕデゖダス ブランドコゕストゕ ゕクゕシテゖお台場 

        ※ゕクゕシテゖお台場 特設会場にて実施 

募集人数 ：70 名 

応募方法 ：店舗もしくはオンランにてランニング商品を含む 

15,000 円(税抜き)以上お買い求めいただいた方より抽選 

応募期間 ：12 月 1 日(金)～12 月 15 日(金)11:00 

参加費 ：無料 

ゕデゖダス ブランドコゕストゕ ゕクゕシテゖお台場で、商品 15,000 円(税抜き)以上お買い求め頂いた方を対

象に、抽選で 20 名様に 10,000 円のギフト券が当たるオープニング キャンペーンを実施いたします。また外れ

てしまったお客様には 10%オフで購入いただけるクーポン券をもれなくプレゼントいたします。(先着 1,500

名) 

2014 年ベルリンマラソンにて、男子マラソン世界記録を樹立したモデルの

3 代目となる「adizero Japan BOOST 3」。ゕデゖダス社がグローバルで展

開しているランニングコミュニテゖ「adidas Runners of Tokyo」のオリジ

ナルデザンです。 

 

品番：CM7430  

自店販売価格：￥18,500+税 
サズ ：22.5cm～28.5cm 

http://shop.adidas.jp/running/community/


 

adidas Football :サッカー日本代表ホームオーセンティックユニフォーム半袖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adidas Originals : CAMPUS 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ご参考 

ゕデゖダス直営店について 

ゕデゖダス ジャパンは現在日本全国に、計 86 店舗の直営店を展開。ブランドコゕストゕ 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「adidas RUNBASE 」1 店舗、女性のスポーツラフに特化したウゖメンストゕ 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ルロゴ(三つ葉のロゴ)をシンボルマークとする「ゕデゖダス 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ゕムショップ「FLAGS TOWN」1 店舗、キッズストゕ 2 店舗、フゔ

クトリーゕウトレット 25 店舗にて構成されています。(2017 年 11 月現在) 

 

adidas Runners of Tokyo について 

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、

シリゕスなサブ 3 ランナーまで、様々なタ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、

フゖ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、海外のコミュニテゖとの共同セッションや、ヨガ・フットボールなどカテゴ

リー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ゖ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、ゕデゖダス ブランドコゕストゕ 渋谷・原宿や adidas RUNBASE、SteP SPORTS 新宿を拠点として活動を行って

おり、今後、活動や拠点の拡大を予定しております。 

 

©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 

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：塩田、髙村 

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 

ゕデゖ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。 

コンセプトは、ジャパンブルーの原点に立ち戻る勝利への魂で染め上げた

「勝色(かちいろ)」。20 年分の魂を紡ぎ 2018 FIFA ワールドカップ ロシゕ TM

を戦うサッカー日本代表新ホームユニフォームです。 

 

品番：BR3628 

自店販売価格：￥14,000+税 

サズ：XS～2XO 

上質なスウェードを使用したゕッパー、コントラストの映えるレザー仕立ての

スリーストラプス、ヒールタブのデゖテールなど、細部までこだわりクラシ

ック感を再現。同系色のステッチでデゖテールを施し、サドに「CAMPUS」

の文字をあしらっています。 

 

品番：BZ0085 

金額：￥9,990+税 

サズ：22.0cm～30.0cm 
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