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世界で話題の“タフなフィットネス”が毎日体験できる

「リーボック フィットネス バトルクラブ」 が原宿に誕生
2016 年 2 月 10 日(水)から 3 月 27 日(日)まで期間限定オープン

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 9 番 10 号）は、“Be More
Human 人間をきわめろ”というブランドメッセージの発信拠点となる、世界中のフィットネス・トレーニングが毎日体験できる施設
「Reebok FITNESS BATTLE CLUB（リーボック フィットネス バトルクラブ）」を 2016 年 2 月 10 日（水）から 3 月 27 日（日）
まで原宿キャットストリートに期間限定オープンします。
「リーボック フィットネス バトルクラブ」は、2016 年を通してリーボックが掲げる“Be More Human 人間をきわめろ”というブランドメ
ッセージのもと、「日本中の人たちのフィットネスに対する捉え方や体験を変革する」ということをミッションに、リーボックが世界中で
トレンドになっているタフなフィットネス・トレーニングを提供する複合型フィットネス施設です。「リーボック フィットネス バトルクラブ」
内には、リーボックの最新ウェアやシューズなどを購入できるショップ、ヘルシーなドリンクなどを提供するカフェスペースも併設されて
います。
「リーボック フィットネス バトルクラブ」では、リーボックがいち早く注目し、パートナーシップを結ぶ世界 80 ヵ国以上で大人気のア
メリカ・カリフォルニア発ファンクショナルトレーニング「クロスフィット」、振付と音楽を融合させたニュージーランド発、世界最大級の
グループフィットネスプログラム「レスミルズ」をはじめ、その他にもフィットネス界を代表する⼀流のインストラクター、トレーナーによる
様々なフィットネスプログラム、「リーボック フィットネス バトルクラブ」オリジナルプログラムが体験できます。さらに、オープン期間中
の毎週⾦曜日には、フィットネスを極めたプロフェッショナルたちが集い、様々なタフフィットネスバトルを繰り広げる「フライデー バト
ルナイト」も開催します。⼀般のお客様も“真剣勝負のフィットネス”を観覧し、応援することが可能です。
リーボックは、「リーボック フィットネス バトルクラブ」を通じ、日々フィットネスと向き合うことで、自らの可能性を最大限に高め、そ
して成⻑していく全ての人達を応援していきます。
＜施設概要＞
■店 舗 名

： Reebok FITNESS BATTLE CLUB（リーボック フィットネス バトルクラブ）

■営業期間

： 2016 年 2 月 10 日（水）〜3 月 27 日（日）

■営業時間

： 月~⾦ 12:00-21:00 土日祝 11:00~20:00

■住

： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 6 丁目-14-5

所

■電話番号

： 03-5468-5288 (※2 月 10 日(水)より使用可能)

■店舗面積

： 142.1 坪

■特設サイト URL

： https://fitness.reebok.jp/battleclub/

◆Reebok FITNESS BATTLE CLUB 各フロア紹介

■2 階/3 階/4 階 フィットネスゾーン
ReebokONE アンバサダーをはじめ、フィットネス界を代表する⼀流インストラクター、トレーナー陣による様々なフィットネスプログラム、
「リーボック フィットネス バトルクラブ」オリジナルプログラムが体験できます。※プログラムは、特設サイトより事前予約制。ウェア、シュー
ズのレンタルもあります。
＜注目プログラム⼀例＞
[クロスフィット]
「クロスフィット」とは、2000 年にカリフォルニアで誕⽣したトレーニングメソッドです。歩く・⾛る・起き上がる・拾う・持ち上げる・押す・引く・跳ぶなど、日常⽣活で繰り
返し⾏う動作（ファンクショナルムーブメント）をベースに、毎回異なったメニューを高い強度で⾏うトレーニングプログラムです。ハリウッドセレブはもちろん、本場ア
メリカでは、軍や消防、警察、そしてプロアスリートのトレーニングプログラムとして採用されており、日本でもリーボックのブランドアンバサダーである中村アンさんをは
じめ、多くの人から人気を集める、今、世界でも注目度の高い“タフフィットネス”プログラムです。

[レスミルズ]
「レスミルズ」とは、ニュージーランドのレスミルズインターナショナルが展開する、世界最大級のグループフィットネスプログラムです。軽快でアップテンポなリズムの音楽
に合わせて体を動かすことで、ストレスを和らげると同時に、柔軟性やバランス、体幹の筋⼒アップなど目的に合わせたプレコリオと呼ばれる独自の振付が用意さ
れており、様々なプログラムを選択してフィットネスを楽しむことができます。世界では、80 ヵ国以上、約 15,000 以上の認定スポーツジムで展開されている人気プロ
グラムです。

[ヨガ]
ニューヨークを中心に新しいヨガのスタイルとして注目を集める「ストラーラヨガ」のほか、欧米では男性が心身を鍛えるトレーニングとして積極的にライフスタイルに取
り入れているヨガを日本でもいち早く「メンズヨガ」としてプログラムを提供します。

■1 階

カフェスペース

カフェスペースでは、フィットネス後にピッタリなヘルシードリンクや毎週水曜日限定のオーガニック弁
当など、ここでしか味わえない特別メニューを提供します。

★Reebok FITNESS BATTLE CLUB × SUNSHINE JUICE
日本初のコールドプレスジュース専門店「SUNSHINE JUICE（サンシャインジュース）」がオリジナル
ドリンクをプロデュース。フィットネス後のプロテインチャージに最適なドリンク「Clean Vegan Protein
（Green） クリーンビーガンプロテイン（グリーン）」を提供します。

★Reebok FITNESS BATTLE CLUB×ヘルシーランチ弁当
ReebokONE アンバサダーであり、クロスフィットトレーナーでもあるニコラス・ぺタス氏プロデュースによ
るオーガニック素材を使用したヘルシーランチ弁当が毎週水曜日 10 食限定で登場します。
タンドリーチキン弁当 ￥1,000（税込）／ローストポーク弁当
※メニューは週替わり。

■地下 1 階

リーボック フィットハブ（ショップ）

リーボックの最新ウェアやシューズなどを購入できる FitHub（フィットハブ）では、スタジオフィットネス
やトレーニング、ウォーキング、ランニングのカテゴリを中心に、豊富な商品を取り揃えています。
リーボックがパートナーシップを結ぶファンクショナルトレーニング「CrossFit（クロスフィット）」やグルー
プフィットネスプログラム「レスミルズ」専用のアイテムも充実しています。
「リーボック フィットネス バトルクラブ」のオープンを記念して、「試着するだけでもらえる！買ってもら
える！プレゼントキャンペーン」を実施します。商品を試着するだけで、特製圧縮ミニタオルをプレゼ
ントします。また、5,000 円＋税 以上購入のお客様には、コットンシューズバック、またはクーリン
グボトルケースのどちらかをプレゼントするキャンペーンも合わせて実施します。（＊なくなり次第の
終了とさせていただきます）

￥1,000（税込）

◆毎週⾦曜日開催 “FRIDAY BATTLE NIGHT”
■フライデー バトルナイト
毎週⾦曜日の夜は、フィットネスバトルを開催します。真剣勝
負のフィットネスをエンターテイメントへと昇華させた全く新しいフ
ィットネスショーの開催です。お客様は無料で、ここでしか⾒る
ことのできない極限のフィットネスバトルを観覧することが可能
です。
[開催スケジュール]
■2/12：クロスフィット バトル
■2/19：ストリート ワークアウト バトル
■2/26：ヨガバトル
■3/4： クロスフィット バトル２
■3/11：ストリート ワークアウト バトル
■3/18：クロスフィット バトル 3
■3/25：ランニングバトル
詳細に関しては、特設サイトをご覧ください。

※画像はイメージです

https://fitness.reebok.jp/battleclub/

◆人気トレーニング誌、ランニング誌全６誌とタッグを組んだスペシャルランニングプログラム『Run for Tough』
■ランニングプログラム「Run for Tough」

日本を代表するトレーニング誌、ランニング誌とリーボックがタッグを組み、毎日異なるランニングプログラムを提供します。パートナーには、雑誌「onyourmark」
「Tarzan」「Number Do」「⾛るひと」「Runners Pulse」「Running style」（五⼗音順）を迎え、それぞれ異なるテーマ、スタイルでプログラムを実施します。

＜スペシャルランニングプログラム『Run for Tough』概要＞
■期間：2016 年 2 月 10 日(水)〜3 月 27 日(日)

■場所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 6 丁目-14-5
■パートナー：onyourmark、Tarzan、Number Do、⾛るひと、Runners Pulse、Running style（五⼗音順）

【読者、⼀般のお客様からのお問い合わせ先】

リーボック アディダスグループお客様窓口
0570-033-033 （電話受付 平日 9:30〜18:00）http://reebok.jp

【報道関係者からのお問い合わせ先】

リーボック広報事務局（株式会社サニーサイドアップ内）
TEL: 03-6894-3260 （電話受付 平日 10:00〜18:00）
FAX: 03-5413-3050 E-mail：reebok@ssu.co.jp
担当：岩崎、須永、稙田

【特設サイト URL】
https://fitness.reebok.jp/battleclub/

【Twitter】
@reebokjp
【Instagram】
@reebokjp

