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＜報道資料＞ 2018 年 4 月 5 日 
アディダス ジャパン株式会社 

 

【二子玉川ライズ テラスマーケット 1F に「STADIUM」コンセプト店舗誕生】 

アディダス ブランドコアストア 二子玉川ライズ・ショッピングセンター 

2018 年 4 月 13 日(金) 新オープン 
4 月 29 日(日)、30 日(月祝) 10:00-18:00 に大人も子供も楽しめる体験型イベントを開催する他、 

5 月 30 日(水)はキリンチャレンジカップ 2018 のパブリックビューイングを実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 二子玉川ライズ・ショッピングセンター」(東京都世田谷区玉川 1-14-1 二子玉川ライズ 

S.C. テラスマーケット 1F)を 2018 年 4 月 13 日(金)にオープンいたします。 
 

「アディダス ブランドコアストア 二子玉川ライズ・ショッピングセンター」は、最新店舗に導入されている

「STADIUM」コンセプトを同様に採用した他、お子様連れのご家族にもショッピングをお楽しみいただけるよう、店

舗の一角にボルダリングスペースや、アディダス契約アスリートとの身長を比較出来るグラフィックボードを用意して

おります。 

 

オープン記念として、4 月 29 日(日)、30 日(月祝) には、トレーニング、フットボール、ランニングなど、あらゆるス

ポーツをお楽しみいただける体験型イベント「アディダス チャレンジ 二子玉川」を実施する他、5 月 30 日(水)にはキ

リンチャレンジカップ 2018 の試合開始にあわせ、パブリックビューイングイベントを開催します。 

 

 

        

  

 

 

 

▲「グラフィックボード」イメージ ▲「アディダス チャレンジ 二子玉川」イメージ 



 

■アディダス ブランドコアストア 二子玉川ライズ・ショッピングセンター 

＜店舗概要＞ 

店名  ：アディダス ブランドコアストア 二子玉川ライズ・ショッピングセンター 

(adidas Brand Core Store Futako Tamagawa Rise S.C.) 

所在地 ：〒158-0094 東京都世田谷区玉川 1-14-1 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット 1F 

電話番号 ：03-5417-9400  (営業開始日よりご利用可能となります) 

定休日 ：不定休 

営業時間 ：10:00～21:00 

営業開始日 ：2018 年 4 月 13 日(金) 

床面積 ：293 ㎡(88 坪) 

アクセス  ：東急田園都市線・大井町線「二子玉川」駅直結 

 

＜展示商品数＞＊オープン時 

＜Performance MENS＞フットウェア(72 アイテム)／アパレル(52 アイテム)／アクセサリー(30 アイテム) 

＜Performance WOMENS＞フットウェア(60 アイテム)／アパレル(120 アイテム)／アクセサリー(50 アイテム) 

＜YOUNG ATHLETE＞フットウェア(18 アイテム)／アパレル(48 アイテム)／アクセサリー(6 アイテム) 

＜Originals＞フットウェア(12 アイテム) 

 

＜主な取扱商品カテゴリー＞ヤングアスリート・アスレチクス・トレーニング・ランニング 

 

＜オープニング記念イベント＞ 

１）猛暑の気候を巨大シリンダーで再現！アディダス クライマテクノロジー「climachill」を体験できる CLIMA  CYLINDER  

 

 

 

 

 

 

 

２）トレーニング、フットボール、ランニングなど、あらゆるスポーツをお楽しみいただける体験型イベント 

「アディダス チャレンジ 二子玉川」4 月 29 日(日)、30 日(月祝) 10:00~18:00 
 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

３）日本代表を応援しよう！5 月 30 日(水) キリンチャレンジカップ 2018 パブリックビューイング 

 

 

【アディダス チャレンジ 二子玉川】 

実施日時：2018 年 4 月 29 日(日)、30 日(月祝)     会場   ：二子玉川ライズ ガレリア        

10:00~18:00(出入り自由)    参加費：無料 

キリンチャレンジカップ 2018『SAMURAIBLUE（日本代表）対ガーナ代表戦』の開催にあわせ、二子玉川ライズ

のイベントホールにて、パブリックビューイングを開催いたします。当日の詳細については店頭にて順次お知らせ

します。 

 

＜両日実施・事前予約不要アクティビティ＞ 

■猛暑の気候を巨大シリンダーで再現！ 

CLIMA CYLINDER(クライマシリンダー) 
 

■自分のランニングフォームを簡単に計測出来る 

RUN GENIE(ランジーニー) 

 

■ボールをコントロールしてタイムを競おう！ 

 FOOTBALL CAGE CHALLENGE 

＜29 日(日)のみ実施＞  

■リズムにあわせてトレーニング 

アディダスヤングアスリートチャレンジ リズミックトレーニング 

 （10:30～、14:30～、店頭にて事前要予約 ＊小学生対象） 

＜30 日(月祝)のみ実施＞ 

■湯田友美コーチ、中野ジェームズ修一氏とランニング！ 

adidas Runners of Tokyo スペシャルセッション 

 （10:00～、14:30～、事前要予約） 

 詳細：https://japan.adidas.com/adidasrunners/ja_JP/ 

 

 

実施日時：2018 年 4 月 13 日(金)～4 月 28 日(土) 13:00-20:00 

会場  ：アディダス ブランドコアストア 二子玉川ライズ・ショッピングセンター 店内 
 
「climachill」は、過酷な暑さの中でのトレーニング時においても、衣服内を涼しく乾いた状態に維持できるよう開

発された、アディダス独自の冷却テクノロジーです。 「CLIMA CYLINDER」は、「climachill」の 2018 年春夏モデ

ルのプロモーションの一環として開催する、同製品の機能を体験できるイベントです。高さ約 3 メートルの巨大シ

リンダーを設置。真夏の暑さを再現したシリンダー内に、climachill を着用して入り、軽度の運動を行います。する

と、暑さの中で「climachill」の優れた通気性・吸汗速乾性・除熱性を体感することができます。 

https://japan.adidas.com/adidasrunners/ja_JP/


 

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 86 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「adidas RUNBASE 」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 25 店舗にて構成されています。(2017 年 11 月現在) 

 

 

©2018 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：塩田、名取 

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。 

file://///milano/Initial/I4/■adidas/★リリース/ムービーリリース/adidas@vectorinc.co.jp

