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“Be More Human
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リーボックがフィットネスを通じて

グローバルフィットネス ライフスタイルブランドのリーボック（所在地：東京都港区六本⽊⼀丁目
Be More Human（ビー・モア・ヒューマン
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フィットネスを通し、自らをギリギリのところまで追い込み、限界に挑戦
、自らを大きく変えていくパワーが得られる、というのがリーボックの信条です。
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リーボックがフィットネスを通じて
2015 年ブランドキャンペーン
Be More Human
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