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「アシックス」ブランド初 

陸上競技専門のショップインショップを展開 

Anima Sana In Corpore Sano, meaning “A Sound Mind in a Sound Body,” is an old Latin phrase from which ASICS is  derived and 

the fundamental platform on which the brand still stands. The company was founded more than 60 years ago by Kihachiro Onituka 

and is now a leading designer and manufacturer of running shoes, as well as, other athleticfootwear, apparel and accessories. 

For more information, visit www.asics.com. 

The stripe design featured on the sides of the ASICS®shoes is a registered trademark of ASICS Corporation. 

 

 

 

  

  

   

  

 

 

アシックスジャパンは、スポーツショップ「B＆D（ビーアンドディー）」

の店舗内で、「アシックス」ブランドで初となる陸上競技専門のショップ

インショップを、１０月１日から B＆D町田店、１０月５日から B＆D津田

沼店、１０月６日から B＆D立川店でオープンします。 

 

今回の店舗は、主にトップ選手や部活層に向けた短距離用スパイクシュ

ーズ、マラソンシューズ、各種目に対応した専用シューズをはじめ、軽量

で通気性の高いシャツなど機能性を高めたアパレル、ソックスやシューズ

バッグといったアクセサリー類を取り揃えています。また、陸上競技の最

新情報を発信・共有する場として、トップアスリートをお招きしたイベン

トやキャンペーンなどを随時実施していく予定です。 

内装は、ブルーを基調に木目調の什器を配した、明るく解放感のある雰

囲気としています。 

 

アシックスでは、 国際陸上競技連盟（IAAF）、公益財団法人日本陸上競

技連盟（JAAF）とオフィシャルパートナー契約を結び陸上競技のさらなる

普及発展につとめているほか、世界のトップアスリートに各種スポーツ用

品を使用いただき高い評価を得ています。今回の展開は、これらの資産と

「B＆D」の店舗運営ノウハウをともに生かしあい実施する新しい試みです。 

 

今後も陸上競技のほか、各競技スポーツに特化したショップインショッ

プの出店を予定しています。シーズン毎に質の高い新商品やサービスをお

客さまに直接届けられる売り場を設けることで、コミュニケーションをよ

り深めることができる新しい売り場展開を推進していきます。 

 

 

 

○主な展開商品 

TARTHERZEAL 5（品番：TJR288 価格：14,000円+税） 
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フルマラソンでサブ３（3時間未満の完走）を狙うランナー向け。軽

くクッション性に優れた独自開発のスポンジ材「FlyteFoam（フライトフ

ォーム）」をミッドソール（甲被と靴底の間の中間クッション材）に搭

載するなど、スピードがさらに出やすい仕様となっています。 

 

 

SORTIEMAGIC RP 4（品番：TMM467 価格：15,000円+税） 

駅伝に適したフィット性と軽量性を追求したモデル。靴底前部に、軽

量の基布にウレタン材のトレッドを配した「デュオソール」を、ミッド

ソールに優れたクッション性と反発性をあわせもつスポンジ材「SpEVA

（スピーバ）」を採用しています。 

 

 

長袖 Tシャツ（品番：XT6387 価格：5,000円+税） 

汗をかいても肌離れしやすい生地を採用しています。汗によるべとつ

きや汗冷えを軽減し、快適なトレーニングをサポートします。 

 

 

ムービング起毛ロングタイツ（品番：XT7243 価格：6,400円+税） 

 伸縮性の異なる素材を適所に配置した「ムービング構造」を採用し、

陸上競技の特性に応じた可動性を高めています。裏起毛素材を使い保温

性を高めた、冬場のトレーニングに適したタイツです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○店舗概要 

 ≪町田店≫  

所在地 東京都町田市原町田 6-9-19コビルナマチダ 3・4F 

電話番号 042-729-2137 

営業時間 平日：10:00～20:00  土・日・祝日：10:00～20:00 
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SIS面積 約 27.39平方メートル 

定休日 B＆D町田店に準ずる 

 

 ≪津田沼店≫ 

所在地 千葉県習志野市谷津 7-7-1 Loharu 津田沼３F 

電話番号 047-478-7802 

営業時間 平日：10:00～21:00  土・日・祝日：10:00～21:00 

SIS面積 16.30平方メートル 

定休日 B＆D津田沼店に準ずる 

 

≪立川店≫ 

所在地 東京都立川市曙町 2-42-1パークアベニュー2F 

電話番号 042-528-2556 

営業時間 平日：10:00～21:00  土・日・祝日：10:00～21:00 

SIS面積 13.10平方メートル 

定休日 B＆D立川店に準ずる 

 

 

 


