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東京の街に輝くネオンをイメージ 

東京マラソン 2018 開催を記念した 

ランニングシューズ３タイプを発売 

 

 

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 . 

 

 

 

  

  

   

 

 
左：TARTHER JAPAN TOKYO 上：DynaFlyte 2 TOKYO 右：GEL-NIMBUS 20 

TOKYO 

 

アシックスジャパンは、東京マラソン 2018 開催を記念したランニングシ

ューズ３タイプを、１月１２日からアシックス直営店各店、アシックスオ

ンラインストアをはじめ、東京マラソン EXPO 会場、羽田空港「イベント

スペース」内などで一般向けに順次発売します。 

メーカー希望小売価格は、１６，５００円＋税から１９，０００円＋税

で、３タイプあわせて約５,０００足の限定販売です。 

 

今回発売する商品は、２０１８年２月２５日に開催する東京マラソン

2018 を記念し、「アシックス」ブランドを代表するシューズをベースに、

東京の夜の街をイメージしたデザインを施した特別仕様です。さまざまな

志向のランナーに喜んでいただけるよう、クッション性やフィット性に優

れた高機能ランニングシューズ３タイプを対象に企画しました。 

デザインコンセプトは「眠らない街 TOKYO」です。絶えず進化を続ける

東京の街の様子を、夜に輝くネオンをイメージして表現しました。

「TOKYO」のロゴや年号、夜の街の様子などをアッパー（甲被）やベロ

部、中敷きなどに配すなど、思い出に残るデザインになっています。 
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○商品仕様 

品 名 DynaFlyte 2 TOKYO（ダイナフライト 2 トーキョー） 

品 番 T8E2Q ※メンズモデル T8E7Q ※ ウイメンズモデル 

価 格 16,500 円＋税 

カラー TOKYO/2018/BLACK 

サイズ 24.5～30.0cm（0.5cm 刻み） 22.5～25.5 cm（0.5cm 刻み） 

素 材 アッパー：本体 合成繊維製（ラッセル構造）、補強 人工皮革

製 

アウターソール：ゴム底 

生産国 ベトナム 

特 徴 アシックス史上最軽量のミッドソール（甲被と靴底の間の中間

クッション材）素材「FlyteFoam（フライトフォーム）」を搭

載したスピードを出しやすいランニングシューズ。 

 

品 名 GEL-NIMBUS 20 TOKYO（ゲルニンバス 20 トーキョー） 

品 番 T8B1N ※メンズモデル T8B6N ※ ウイメンズモデル 

価 格 18,500 円＋税 

カラー TOKYO/2018/BLACK 

サイズ 24.5～32.0cm(0.5cm 刻み） 22.5～26.0cm（0.5cm 刻み） 

素 材 アッパー：本体 合成繊維製（ラッセル構造） 

アウターソール：ゴム底 

生産国 ベトナム 

特 徴 靴底のかかと部と前部に大型の衝撃緩衝材「ＧＥＬ（ゲル）」

を搭載しクッション性を高めています。アッパーは、長時間の

走行でもしっかりフィットするよう構造を工夫しています。 

 

品 名 TARTHER JAPAN TOKYO （ターサージャパントーキョー） 

品 番 T8E1Q 
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価 格 19,000 円＋税 

カラー TOKYO/2018/BLACK 

サイズ 24.0～29.0cm、30.0cm（0.5cm 刻み） 

素 材 アッパー：本体 合成繊維製（ラッセル構造）、補強 人工皮革

製 

アウターソール：合成底（ウレタン）＋ゴム底 

生産国 日本 

特 徴 さまざまな方向へ高いグリップ力を発揮する「デュオソール」

が特徴の、シリアスランナー向けフラッグシップモデル。 

 

 

○東京マラソンについて 

東京マラソン（主催：一般財団法人東京マラソン財団）は、ボスト

ン・ロンドン・ベルリン・シカゴ・ニューヨークと並び、「アボット・

ワールドマラソンメジャーズ（AbbottWMM）」に含まれる世界トップレ

ベルの大会です。１２回目となる「東京マラソン 2018」は、２０１８年

２月２５日に開催。当社は２００７年の第 1 回から当大会のオフィシャ

ルパートナーを務めています。 

 

 

 


