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リーボック クラシックの直営コンセプトストアが⻄⽇本に初出店
10 月 14 ⽇（⾦）⼤阪に「リーボック クラシックストア HEP FIVE」
11 月 2 ⽇（水）広島に「リーボック クラシックストア 広島」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、歴代の名作を
中心に展開するリーボックのカジュアルライン“Reebok CLASSIC
（リーボック クラシック）”の直営店「リーボック クラシックストア」を
⻄日本へ初出店します。2016 年 10 月 14 日（⾦）に大阪府
大阪市のショッピング施設「 HEP FIVE （ヘップファイブ）」内に
「Reebok Classic Store HEP FIVE（リーボック クラシックストア
HEP FIVE）」を、2016 年 11 月 2 日（水）に広島県広島市広
島本通商店街に「Reebok Classic Store 広島（リーボック クラシ
ックストア 広島）」をオープンします。
【リーボック クラシックストア HEP FIVE（イメージ）】

「リーボック クラシックストア」は、ストリートシーンに数々の影響を与えてきたリーボック クラ
シックの魅⼒、世界観が詰まったコンセプトショップです。リーボック クラシックの根幹となる
“80 年代のフィットネス”と“90 年代のスポーツ”という二つのヘリテージを中心に展開される
復刻シューズやオーセンティックなアパレル商品など豊富なアイテムを取り揃えています。
新店舗のオープンを記念して、リーボック クラシックのアンバサダーである玉城ティナさんがオ
ンラインカスタマイズシューズサービス「YourReebok（ユアリーボック）」の「Instapump Fury
（インスタポンプフューリー）」モデルを特別にカスタマイズしたオープン記念モデルを「リーボ
ック クラシックストア HEP FIVE」「リーボック クラシックストア 広島」各店で限定発売します。
また、各店にて、16,200 円（税込）以上お買い上げのお客さまにお⼀人さま 1 点ずつ、
リーボック クラシックのオリジナルグッズをプレゼントするキャンペーンも実施します。（※限
定商品、オリジナルグッズは商品がなくなり次第終了）
この秋、新たにオープンする「リーボック クラシックストア HEP FIVE」、「リーボック クラシック
ストア 広島」を通して、リーボック クラシックが提案する“オーセンティック”かつ“コンテンポラ
リー”なライフスタイルを発信していきます。

【リーボック クラシックストア 広島（イメージ）】

■Reebok CLASSIC アンバサダー 玉城ティナが来店！
「リーボック クラシックストア HEP FIVE」では、10 月 14 日（⾦）オープン初日にアンバサダーを務める玉城ティナ
さんが来店します。当日、5,000 円（税別）以上お買上げのお客さま先着 10 名さまは玉城ティナさんとチェキ
撮影のチャンスがあります。
●概要
・日時：2016 年 10 月 14 日（⾦）
・参加方法：当日 5,000 円（税別）以上お買上げのお客さま先着 10 名様
Reebok CLASSIC アンバサダー
・内容：当日 5,000 円以上お買い上げのお客さま先着 10 名さまとチェキ撮影
玉城ティナさん

【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、蜂須賀、稙田

【Twitter】@ReebokCLASSICjp
https://twitter.com/ReebokCLASSICjp/
【Instagram】@Reebokclassicjp
https://instagram.com/reebokclassicjp/
【Facebook】
https://www.facebook.com/ReebokClassicJapan/

■⼤阪初出店 店舗概要
■店舗名称：Reebok Classic Store HEP FIVE（リーボック クラシックストア HEP FIVE）
■住所：
〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町 5-15 HEP FIVE 5F
■電話番号：06-6366-3985
■オープン日：2016 年 10 月 14 日（⾦）
■営業時間：11:00〜21:00 ■定休日：不定休（※HEP FIVE の閉館日に準ずる）
■店舗面積：21 坪
■取扱商品：メンズアパレル＆フットウェア、ウィメンズアパレル＆フットウェア、アクセサリー

■Reebok Classic Store HEP FIVE オープン記念限定商品
玉城ティナ YourReebok デザイン

Instapump Fury for -Reebok Classic Store HEP FIVE
＜玉城ティナ コメント＞ブラックベースにコーラルピンクでアクセントを取り入れ
た、２色使いのシンプルなデザインにしました。今までのポンプフューリーにはあま
りない配色で、大阪らしい少し個性的なカラーリングをイメージしました。
●価格：19,000 円（税抜）
●サイズ：23.0cm、24.0cm、25.0cm、26.0cm
●カラー：ピンク/ブラック
●販売数量：限定 30 足※10 月 14 日（⾦）から店頭にて予約受付スタート

CLASSIC STORE OSAKA TEE
90 年代にリーボックのブランドロゴとして使われていた Vector（ベクター）ロゴをフ
ロントにプリント。Vector ロゴの下には OSAKA ロゴが入ったリーボック クラシックス
トア HEP FIVE オープン記念限定 T シャツです。
●価格：3,990 円（税抜）
●サイズ：XS,S,M,L,O,XO
●カラー：ブラック

■広島初出店 店舗概要
■店舗名称：Reebok Classic Store Hiroshima（リーボック クラシックストア 広島）
■住所：
〒730-0035 広島県広島市中区本通 4-3
■電話番号：082-545-7700
■オープン日：2016 年 11 月 2 日（水）
■営業時間：平日 12:00-20:00 土日祝 11:00-20:00 ■定休日：不定休
■店舗面積：34 坪
■取扱商品：メンズアパレル＆フットウェア、ウィメンズアパレル＆フットウェア、アクセサリー、キッズフットウェア

■Reebok Classic Store 広島オープン記念限定商品
玉城ティナ YourReebok デザイン

Instapump Fury for -Reebok Classic Store 広島
＜玉城ティナ コメント＞広島らしく、赤と白のカラーを選びました。少し大胆な色使
いですが、コーディネートのアクセントに履いてもらえればと思います。きっと履くだけで
気分が明るくなると思います！
●価格：19,000 円（税抜）
●サイズ：23.0cm、24.0cm、25.0cm、26.0cm
●カラー：レッド/ホワイト
●販売数量：限定 30 足

