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アディダス ジャパン株式会社 

 

東京のランニングカルチャーを発信するランニングステーションが 2 月 15 日(木)全面リニューアル 

『adidas RUNBASE
ラ ン ベ ー ス

』リニューアルオープン 
ランニングスポットへ赴く “可動式”ランニングステーションが運行開始！ 

『adidas Mobile
モ バ イ ル

 RUNBASE
ラ ン ベ ー ス

』誕生 
-ランニングコミュニティ adidas Runners of Tokyo 大幅リニューアル- 

https://shop.adidas.jp/running/runbase/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、

東京のランニングカルチャーを発信するランニングステーション「adidas RUNBASE(アディダス ランベース)」(東京都

千代田区平河町 2-16-1)を 2018 年 2 月 15 日(木)にリニューアルオープンします。さらに、ランニングスポットへ赴く

可動式ランニングステーション「adidas Mobile RUNBASE(アディダス モバイル ランベース)」も誕生し、同日より運行

を開始します。アディダス ジャパンは、グローバル規格のランニングコミュニティ adidas Runners of Tokyo を更に拡

大し、これらの拠点を活用しながらより魅力的なセッションを提供してまいります。 
 

■ランニングカルチャーを発信するランニングステーション「adidas RUNBASE」がリニューアル 

「adidas RUNBASE」は 2010 年のオープン以来、ランニングに関するアドバイスやコンテンツを提供し、ワンランク

上のランニングスタイルへ導くサポートを行ってきました。本リニューアルでは、adidas Runners of Tokyo によるヨ

ガ・トレーニングセッションの実施に加え、新たに日本でのコールドプレスジュースの草分け「Sunshine Juice」との

コラボレーションによるフード・ドリンクの販売を開始します。また訪日外国人旅行客向けに東京の名所を巡ることが

できる「TOKYO RUNNING MAPS」や、英語でのランニングセッションの提供、専門トレーナーによる栄養学の座学プ

ログラムなども実施可能となり、ランニングステーションとしての機能の他、東京のランニングカルチャーを牽引・発

信する拠点としてオープンいたします。 
 

■ランニングステーションの概念を覆す「adidas Mobile RUNBASE」誕生 

「adidas Mobile RUNBASE」は可動式ランニングステーションとして、隅田川や駒沢公園などのランニングスポットで

セッションのベースとなる他、最新シューズのトライオン、ランナー向けのストレージスペース完備の施設として、新

たに運行を開始します。従来のランナーを“受け入れる施設“から、ランナーのもとへ”自ら赴く施設“へ変わることで、

ランニングステーションの概念を覆し、東京全エリアでランニングのセッションが実施可能となりました。 
 

■adidas Runners of Tokyo が大幅リニューアル 

adidas Runners of Tokyo は、これら新施設を活用可能となったことで、セッション回数は月間 12 回から 52 回へ増加

し、活動拠点も現行の渋谷・原宿・新宿に加え、ランナーの集まるエリアでセッションを実施するなど、更に多くの方

にとって身近なコミュニティとして拡大していきます。 

https://shop.adidas.jp/running/runbase/


 

■adidas RUNBASE 施設概要 

店名  ： adidas RUNBASE（アディダス ランベース） 

所在地 ： 〒 102-0093 東京都千代田区平河町 2 丁目 16-1 平河町森タワー1F 

電話番号 ： 03-3261-9980 

定休日 ： 不定休 

営業時間 ： <平日>7:00～22:30(最終受付時間 21:30)／<土日祝>7:00～20:00(最終受付時間 19:00) 

営業開始日 ： 2018 年 2 月 15 日（木）7:00 

設備  ： <ロッカー>女性：88 個／男性：87 個 <シャワー>女性：8 機／男性：8 機 

   パウダールーム完備 

レンタル ： <シューズ>100 円 <ウェア>一式：500 円／1 点：300 円 ＊ジャケット、T シャツ、パンツ 

   <タオル>小：100 円／大：200 円 <その他>ウォッチ：100 円 

施設利用料 ： <ビジター>800 円／1 回 ＊ロッカー・シャワー利用含む 

   <レンタルシューズロッカー> 1,500 円／1 ヶ月 ＊施設使用料別 

   <マイロッカー会員> 4,500 円／ 1 ヶ月 ＊施設使用料別 

   <回数券> 5,500 円／10 枚 ＊有効期限 6 ヶ月 

提供サービス： ロッカー・シャワーの利用サービス、adidas 最新ランニング商品の販売・貸出サービス、 

   ランニング専門スタッフによる個別相談サービス、飲食の販売、 

   外国人観光客向け adidas オリジナル RUNNING MAP の提供 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

■adidas Mobile RUNBASE 概要 

店名   ： adidas Mobile RUNBASE（アディダス モバイル ランベース） 

運行予定日  ： 土日祝のセッションにて運行 

設備   ： 着替えスペース、ストレージスペース（手荷物お預かり）、コミュニティスペース、  

   オムニチャネルデバイス、フード・ドリンク提供スペース 

レンタル   ： 無料 

利用料金   ： 無料 

主な展開エリア： 多摩川、隅田川、荒川、駒沢公園、お台場（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

■adidas Runners of Tokyo リニューアル内容 

月間セッション回数 ：12 回（現在）⇒52 回（2018 年 春夏）⇒60 回（2018 年 秋冬） 

活動拠点  ： アディダス ブランドコアストア 渋谷／原宿、SteP SPORTS 新宿、adidas RUNBASE 

     池袋、銀座、吉祥寺、多摩川、隅田川、荒川、駒沢公園、 お台場（予定） 

 

トライオンシューズスペース コミュニティスペース オムニチャネルデバイス 

ラウンジスペース 「Sunshine Juice」のフレッシュジュース 

※店頭ではグラスまたは紙カップでの提供予定 
TOKYO RUNNING MAPS 



 

【参考資料：adidas Runners of Tokyo とは】 
 
■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。現在

に至るまでメンバー数は 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、楽しみながらランニングに取り組み、一緒に成長できる

のも魅力の一つです。アディダス ブランドコアストア 渋谷・原宿や adidas RUNBASE に加え、東京の主要なエリア

やランナーが集まるエリアで毎日セッションを開催。今後も更なる成長を見せるコミュニティです。 
 
【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/ 
 

©2018 adidas Japan K.K.  adidas and the Badge of Sport are registered trademarks of adidas. 

＜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：塩田/高村/名取 

※画像はこちらからもダウンロード可能です。www.news.adidas.com/JP 

TEL : 03-6862-6688  FAX : 03-5572-6065 email : 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 (土日祝除く、9:30～18:00) 

本件に関する情報：https://shop.adidas.jp/running/runbase/  

【2017.3.10 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 

【2017.7.8 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！ 

【2017.11.11 TOKYO RUN＋5 CHALLENGE】 
都内を駆け巡り 5 つのアクティビティにチャレンジする 

次世代型ランニングフェス 

総勢 2,000 人のランナーにランニングの新体験を提供！ 

【2018.1.21 adizero SPEED SUMMIT 2018】 
コンセプトは「自分の限界を超えろ。」 

ウィルソン・キプサングや、青山学院大学 陸上競技部など 

トップランナーのペースメイクとともに、制限時間内にゲート

を通過しなければ失格となる、国内屈指のスピードレース 

http://japan.adidas.com/adidasrunners/ja_JP/
https://www.facebook.com/groups/adidasrunnerstokyo/
http://www.news.adidas.com/JP
mailto:adidas@vectorinc.co.jp
https://shop.adidas.jp/running/runbase/

