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国内最大の旗艦店 

直営店「アシックス原宿フラッグシップ」をオープン 

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、国内最大の旗艦店「アシックス原宿フラッグシ

ップ」を１０月６日にオープンします。 

 

当店は、国内外のファッション感度の高い人々が多く行きかう明治通り

と竹下通りの交差点に位置する路面店です。店舗面積は約６７２平方メー

トルで、国内で初めて「アシックス」、スポーツライフスタイルブランド

の「アシックスタイガー」、アウトドアブランドの「ホグロフス」の３ブ

ランドを総合的に取り扱います。３ブランドの商品や世界観を同時に見て

いただくことで、スポーツやファッションなど日常のあらゆる場面で質の

高いライフスタイルを提案する、新しい旗艦店として展開します。 

店内は、ホワイトを基調に木目調の床や什器を配した、明るく解放感の

ある雰囲気となります。ヨガやピラティスなどができるイベントスペース

を設け、これまでのランニングクラブに加え「コトの体験」 を楽しんでい

ただける場も提供します。 

 

また、アシックススポーツ工学研究所と連携し、女性を主なターゲット

とした新計測サービス「ASICS  FITNESS LAB（アシックスフィットネス
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ラボ）」※1 の試験導入や、「ASICS Custom Apparel Service（アシックス 

カスタム アパレルサービス）」※2、「ASICS FOOT ID（アシックスフッ

トアイディ）」※3 も導入します。 

さらに、新たな取り組みとして、タブレット POS レジを導入します。現

時点での商品在庫がその場で確認でき、お客さまへの対応をよりスムーズ

に行うことができます。訪日外国人向けに、店舗で購入した商品を羽田空

港または成田空港で受け取れる「エアポートデリバリーサービス」も実施

します。 

 

※1  ASICS  FITNESS LAB 

「サイエンスで、なりたいワタシへ。」をキーワードに、科学的な見

地からお客さまが理想の身体になるためのサポートを行う、アシックス

スポーツ工学研究所監修によるサービスです。専門スタッフが普段の運

動の実施状況などのヒアリングをし、最新の計測器で歩き方、立ち方、

筋肉量などの体組成を細かく測定します。その場で現状の評価とお客さ

まに合ったトレーニング方法やアパレルなどの商品をご紹介するほか、

柔軟性や筋力バランスをみながらトレーニングの一部を実践します。価

格は内容により３，０００円（税込）から６，０００円（税込）です。 

 

※2 ASICS Custom Apparel Service 

三次元人体形状計測を行い、その結果を基にタイツのカスタムオーダ

ーができるサービスです。腰周りやひざのサポートなどさまざまな機能

を搭載した「ロングタイツ RF」をベースに、一人ひとりの体型に合わせ

てサイズを調整することができます。価格は２０，０００円（税込）で、

納期はオーダーから約３～４週間ほどです。 

 

 

 

 

 

 

※3 ASICS FOOT ID 

アシックススポーツ工学研究所が研究データを基に算出した独自アル

ゴリズムが搭載された計測サービスです。ランニング時のひざのねじれ

やプロネーション（走行時の足首の倒れ込み）など動きの特徴を分析す

る＜ASICS FOOT ID dynamic（アシックスフットアイディ ダイナミック）

＞を設置しており、足形やランニング時の足の運びに応じて適切なシュ
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ーズが選べます。これまで一部の直営店にも設置しており、お客さまか

ら好評をいただいています。 

計測代は２，０００円（税込）です。当店で５，０００円（税込）以

上ご購入されたお客さまは計測代が無料となります。 

 

 

○店舗概要 

店名 アシックス原宿フラッグシップ 

所在地 〒１５０－０００１  

東京都渋谷区神宮前１－５－８ １Ｆ 

電話番号 ０３－６８０４－５２６３ 

０３－６８０４－２２２０（「アシックスタイガー」専用） 

取扱品目 「アシックス」ブランドのランニング用、トレーニング

用、競技用のシューズ、ウエア、バッグ、アクセサリ

ー、野球日本代表（侍ジャパン）のライセンス商品など 

「アシックスタイガー」ブランドのシューズ、ウエア、

アクセサリー 

「ホグロフス」ブランドのウエア、バックパック、アク

セサリー 

「ザバス」のサプリメント類 

営業時間 １１：００～２１：００（平日） 

１０：００～２０：００（土日祝日） 

店舗面積 ６７２．０２平方メートル（約２０３．２８坪） 

定休日 不定休 

営業開始日 ２０１７年１０月６日 

 

 

○オープン記念 

・「アシックス原宿フラッグシップ」のオープンを記念したシューズやア

パレルなどを当店限定で発売します。 

・「アシックス」ブランドおよび「ホグロフス」ブランドの商品を５，０

００円（税込）以上お買い上げの方にアシックスオリジナルバンダナを、

「アシックスタイガー」ブランドの商品を１０，８００円（税込）以上

お買い上げの方にオリジナルのロング T シャツをプレゼントします。 

 

※どちらも無くなり次第終了となります。 

 


