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2017 年 8 月 25 日  

リーボック 
reebok.jp 

 

10月開催 世界最高峰の障害物レース「リーボック スパルタンレース」 

大会オフィシャルウェア＆シューズを 2017 年 8月 25日（金）より発売 
ウェアにオリジナルネームが入れられるプリントサービスもスタート 
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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、2017 年 10 月 21 日

（土）、22 日（日）に日本で 2 回目の開催となる世界最高峰の障害物レース「Reebok Spartan Race（リーボック スパルタンレー

ス）」を引き続き大会メインスポンサーとしてサポートします。それにともない、タフな障害物を乗り越え、レース完走へと導くオフィシャルウェ

ア、専用シューズの発売を 2017年 8月 25日（金）より開始します。加えて、スパルタンレース完走に向けた事前体験イベントやトレー

ニングも行います。 

 

「リーボック スパルタンレース」は、ランニングコース内に「ファンクショナルムーブメント」をベースにした動きや⾝体能⼒を高めるタフフィットネ

ス要素を取り入れた障害物が配された「オブスタクル（障害物）レース」です。世界 30 ヵ国で 200 以上のレースが開催され、世界参加

者数 100 万人以上と世界をリードしています。日本では 2017 年 5 月 27 日（土）に初開催し、参加者が 5,000 人を超えるなど大い

に盛り上がりました。 

 

この度、リーボックは日本で 2 回目となる「リーボック スパルタンレース」の開催に合わせて、オフィシャルウェア、シューズ、アクセサリーを発

売します。軽量、かつ抗菌作用、耐摩耗性の素材に、ユニークなスパルタンのロゴやグラフィックが特徴的なウェアやスパルタンレース完走

のために開発されたシューズ「オール テレイン スーパー 3.0」の新色も登場します。また、10 月の大会に向けた新サービスとして、リーボッ

クの対象商品を購入されたお客さまに対し、オリジナルのネームプリントサービスも実施します。 

 

さらに、リーボックがパートナーシップを結ぶランニングステーション「MARUNOUCHI Bike&Run」にて、スパルタンレース完走に向けたトレーニ

ングセッションを実施し、参加者のレースに向けたトレーニングをサポートします。加えて、障害物を使用した実践的なトレーニング体験が

できるイベント「Reebok SPARTAN TRIAL TOKYO（リーボック スパルタントライアル東京）」も 9月 9日（土）にお台場にて開催します。 

 

リーボックは、“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、日本中の人たちに向けてフィットネスに対する捉え方や

体験を変革することを目指したさまざまな取り組みを行っています。「リーボック スパルタンレース」で経験する「走る、跳ぶ、登る、汗をかく」

といった人間本来の姿を通し、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たちをサポートしていきます。 

 

 

 

 

 

【PRESS RELEASE】 
報道関係各位 
 

【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（株式会社イニシャル内） 

TEL: 03-6821-8054 （電話受付 平日 10:00～18:00） 

   FAX: 03-3584-0727  E-mail：reebok@vectorinc.co.jp 

担当：佐藤・三木・宮田 
 

【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/ 

http://reebok.jp/
http://reebok.jp/
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■リーボック スパルタンレース オフィシャル商品概要                                              

リーボックはスパルタンレースのオフィシャルパートナーであり、ウェア、シューズ、アクセサリー等の公式サプライヤーです。オフィシャルウェアは、

軽量、かつ抗菌作用に加え、スピードウィック素材を採用することで、吸水速乾性にも優れたアイテムです。伸縮性のある縫い目のないフ

ラットロックシームを搭載し、摩耗を最小限に抑え、スパルタンレース中の激しいさまざまな動きに対応します。また、スパルタンのロゴ、グラ

フィックを施したデザインも特徴的です。シューズはさまざまな地形、障害物に対応できるよう、高いグリップ性・軽量化を実現しました。 

 

■ 名称：ALL TERRAIN SUPER 3.0（オール テレイン スーパー 3.0） 

■ 概要：軽量なシューズ全体には排水機能となる“H2O DRAIN”を搭載。貝殻を模した 

      フィッティング構造でシューズと足をしっかりと密着させ、走りをサポート。 

■ 品番/カラー：BS8447 ブラック/アッシュグレー/バイタルブルー/ピューター 

■ サイズ：25.0cm～32.0cm （Men’s） 

■ ⾃店販売価格：12,500 円（税抜） 

 

■ 名称：2017 年秋冬モデル Reebok Spartan Race 日本開催記念Ｔシャツ 

■ 概要：スパルタンレース 10 月開催を記念してデザインされた日本限定グラフィック T シャツ。 

■ 品番/カラー：DN8393 ブラック  

■ サイズ：XS/S/M/L/O/XO/2XO 

■ ⾃店販売価格：3,990 円（税抜） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

■販売店舗： 

・リーボック オンラインショップ（http://reebok.jp/spartan/） 

・リーボック直営店舗：リーボック フィットハブ 六本木ヒルズ、小田急百貨店新宿店、アクアシティお台場、 

ららぽーと EXPOCITY、ららぽーと湘南平塚 

・Xebio/Victoria （※リーボック取扱い一部店舗）※9 月初旬より展開予定 

 

■発売日：2017 年 8 月 25 日（金）より発売開始 ※リーボック直営店舗は 9 月 1 日（金）より展開予定   

※記念 T シャツ、新色のオール テレイン スーパー 3.0 に関しては 9 月 6 日（水）より発売開始 

③ 
名称：スパルタン LS コンプレッション 
品番/カラー：BR2094 アイロン ストーン F13 

サイズ：S/M/L/O/XO 
⾃店販売価格：7,490 円（税抜） 

 

① 
名称：スパルタン ショーツ 
品番/カラー：BR2091 ブラック 

サイズ：S/M/L/O/XO 
⾃店販売価格：8,490 円（税抜） 

 
③ 
名称：スパルタン LS コンプレッション 

品番/カラー：BR2102 アイロン ストーン F13 
サイズ：S/M/L/O 
⾃店販売価格：6,990 円（税抜） 

 

 

 

④ 

名称：スパルタン ブラトップ 

品番/カラー：BR2107エレクトリック フラッシュ F17 

サイズ：XS/M/OT 

⾃店販売価格：6,990 円（税抜） 

 

② 
名称：スパルタン ショーツ 
品番/カラー：BR2105 アーバンプラム F14 

サイズ：S/M/L/O 
⾃店販売価格：7,490 円（税抜） 

 

① 
名称：スパルタン カプリ タイツ 

品番/カラー：BR2106アイロン ストーン F13 
サイズ：XS/S/M/L/O 
⾃店販売価格：6,990 円（税抜） 

 

【Women’s】 

 

 

 

【Men’s】 

 

 

 

② 
名称：スパルタン ロング タイツ 

品番/カラー：BR2089 ブラック 
サイズ：S/M/L/O/XO 
⾃店販売価格：8,990 円（税抜） 

 

① 

 

 

 

② 
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http://reebok.jp/spartan/
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■ネームプリントキャンペーン概要                                                              

スパルタンレースは、個人の⼒だけで完走が難しい場合、仲間と協⼒、助け合いながらレース完走を目指します。リーボックでは、10 月の

大会に向けて、仲間やチームでの参加を予定しているお客様に向けたサービスとして、ネームプリントサービスを実施します。 

 

■キャンペーン詳細： 

ランニング、トレーニング、スパルタンレースオフィシャルギア（一部除外品あり）の対象商

品に、オリジナルのネームを 1 枚 1,000 円で入れることができます。5 枚以上のネームプリ

ントオーダーで料金が無料になるほか、ネームを入れたアパレルでレースに参加した方に

限り、当日もさまざまな特典を用意しています。 

■キャンペーン期間：2017 年 8 月 25 日（金）～10 月 9 日（月） 

※リーボック オンラインショップのみ 10 月 5 日（木）で終了 

■対象店舗：リーボック直営店、リーボック オンラインショップ（http://reebok.jp/spartan/marking/） 

Xebio/Victoria ※リーボック取扱い一部店舗 （※9 月初旬より展開予定） 

 

■Reebok Spartan Raceに向けたトレーニングセッションについて                                           

■名称：Reebok Spartan Running Session 

■場所 : MARUNOUCHI Bike&Run（千代田区丸の内 1-5-1） 

■日時：毎週木曜日 19：30～21：00 

■内容：スパルタンレースに精通したインストラクターのもと、脚⼒をアップすることを目的にしたランニングセッションを行います。 

※費用、参加方法の詳細は右記 URL からご覧ください。（https://fitness.reebok.jp/spartanrace/training/） 

 

 

■障害物トライアルイベント「Reebok SPARTAN TRIAL TOKYO」について                                

■名称：Reebok SPARTAN TRIAL TOKYO（リーボック スパルタントライアル東京） 

■場所：お台場/都立潮風公園（品川区東八潮） 

■日時：2017 年 9 月 9 日（土） 

■内容：スパルタンレースで立ちはだかる困難な障害物を実際に想定し、トレーナーが障害物を超えるためのポイントを教えます。 

また、前回のトライアルイベント時にはなかったランニングにフォーカスしたトレーニングも取り入れ、持久⼒や脚⼒もセッション中

に鍛えます。※費用、参加方法の詳細は下記 URL からご覧ください。 

（https://fitness.reebok.jp/campaign/170909_spartan_trial_tokyo/） 

 

 

■Reebok Spartan Raceについて                                                 

■名称：Reebok Spartan Race Japan -Tokyo Super/Sprint/Kids- 

■場所：さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト（相模原市緑区若柳 1634 番地） 

■日時：2017 年 10 月 21 日（土）、22 日（日） 

※詳細は大会公式サイト（http://www.spartanrace.jp/ja/race/detail/3296/overview）からご覧ください。 

http://reebok.jp/spartan/marking/
https://fitness.reebok.jp/spartanrace/training/
https://fitness.reebok.jp/campaign/170909_spartan_trial_tokyo/
http://www.spartanrace.jp/ja/race/detail/3296/overview

