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プレスリリース 
 

2022年 3月 15日 

株式会社アルペン 

 

4 月 1 日（金）にオープンする「Alpen TOKYO」内の 

スポーツデポフラッグシップストア新宿店の詳細が遂に明らかに！ 

都内最大級の品揃えと充実のサービスでスポーツの聖地に！ 

 

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、2022

年 7月 8日（金）に創業 50年を迎えます。創業 50年目の新たな挑戦として、2022 年 4月 1日（金）に

新宿東口のユニカビルに、アルペングループ史上最大の旗艦店舗「Alpen TOKYO」がオープンいたしま

す。その「Alpen TOKYO」内の B2F・B1F・1F・2F・3F東側の 4.5フロアにオープンするスポーツデポフラ

ッグシップストア新宿店の店舗詳細が固まりましたので、先行公開いたします。 

 

■B2F：野球／ソフトボール 

B2F は、1フロアを全て使い、野球・ソフトボールの商品を展開します。硬式・軟式・ソフトボールの全

てのプレイヤーに納得いく商品を選んでいただけるよう、野球のスタジアムをイメージしたフロア内に

は、グラブは合計 1,100品番 1,800 点以上、バットは合計 500 品番 1,400点以上と、都内でも有数の品揃

えを実現しました。元プロ野球選手で野球アドバイザーの武藤をはじめ、信頼できるスタッフがお客様の

あらゆるご相談にお応えいたします。 
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◆トップブランドであるミズノの野球・ソフトボール用品は都内最大級の品揃え 

野球アイテムの市場をリードするミズノ商品を強化しました。ミズノだけでグラブが 350品番 550点以

上、バットは 130 品番 450 点以上と、都内最大級の品揃えを実現しました。ミズノが認定する野球・ソフ

トボール専門店の証である BSS ショップを、透過型 LED ビジョンを搭載した全長 12m の BSS で初となる特

別装飾で導入。BSS ショップ限定のミズノプロ商品を始めとする豊富なラインナップのほか、プロ選手が

使用したグッズの展示などをお楽しみいただけます。 

 

◆ミズノ・SSK・アシックスなど各メーカーの Alpen TOKYO 限定商品を展開 

ミズノでは、硬式グラブオーダーで圧倒的人気カラーの「ブロンド」に、大人気のままカスタムオーダ

ー対応が終了し現在では入手困難となっている「ダイバーシティーブルー ミズノプロラベル」を施した

Alpen TOKYO 限定の硬式・軟式グラブを展開。また硬式木製バットも、シルエットやグリップの太さや形

状など微妙な違いにこだわるプレイヤーもお気に入りの 1本が選べる Alpen TOKYO限定商品を数多くご用

意しました。 

その他、アシックスではメジャーリーグで活躍する、大谷翔平選手、菊池雄星選手、鈴木誠也選手の型

を採用した特別仕様の Alpen TOKYO 限定モデルを展開。さらに SSK の硬式木製バットでも、坂本勇人選

手・岡本和真選手モデルのグリップエンドにオリジナルの刻印を入れた Alpen TOKYO 特別オーダー品をご

用意いたしました。 

 

◆誠グラブ・和牛 JB・ビモロなど、こだわりのコアブランドも多数展開 

数々の名選手のグラブを製造し、従来はオーダー生産のみで販売してきた誠グラブでは、Alpen TOKYO

オリジナルのオーダーグラブも準備しました。SNSなどで話題のアトムズグループからも、アトムズブラ

ンドはもちろん、エールストーリーやラグデリオンの商品も展開します。その他にも和牛 JB、ビモロ、

マルーチ、ヴィクタス等コアファンの多いブランドも含め、圧倒的な品揃えを実現しています。ジュニア

用品やソフトボールアイテムも含め、野球・ソフトボールを愛するお客様全てがお楽しみいただけるライ

ンナップになっています。 

 

◆型付けや刺繍など、あらゆる加工サービスもクイックに提供 

お客様それぞれのこだわりを叶えるため、充実した加工設備も揃えています。全国でも導入店舗が限ら

れているバルダン製ミシンを常設し、通常はオーダーグラブにしかできないグラブ刺繍加工を、店頭販売

のグラブの 平裏部分（手のひら）にも入れる事ができます。刺繍ネームはバッティンググローブやスパ

イクにも加工可能ですので、世界に１つのオリジナルギアを是非手に入れて下さい。また経験豊富なスタ

ッフがスチーマーや叩きマシンも活用しそれぞれのお客様に合わせたグラブの型付けもサポート。もちろ

んレース交換や P革加工、タフトー加工などについても、クイックでハイレベルな対応を実現します。 

 

◆ピックアップスタッフ：武藤 潤一郎よりコメント 
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1993 年千葉ロッテマリーンズにドラフト一位で入団。プロ野球時代に養った

経験をもとに、確固たる野球理論と社内でもトップクラスの商品知識と加工技

術力を活かし、初心者から上級者まで全ての野球人のお買い物をサポート致し

ます！野球の事なら何でもご相談ください！ 

 

 

 

 

 

 

■B1F：テニス／バドミントン／卓球／バレーボール／スイミング 

B1F フロアには、テニス・バドミントン・卓球のラケットスポーツを展開するほか、バレーボールやス

イミング用品を取り扱います。明るく入りやすい売場には、都内最大級の品揃えとなるラケットやストリ

ングをはじめ、各カテゴリーでこだわりの品揃えを実現しています。また、ストリングの張替えをはじめ

とした加工にも力を入れており、最先端のストリングマシンを 10台備え、実質 60分からのエクスプレス

対応も実施してまいります。 

 

 

◆合計 350 品番以上！都内最大級のテニス／バドミントンラケットの品揃えを実現 

テニス／バドミントンラケットは合計 350 品番 3,000 点以上を揃える都内最大級の品揃えを実現しまし

た。硬式テニスはヨネックスやウィルソン・バボラ・ヘッド・プリンス・ダンロップ等の有名ブランドは

ほぼフルラインナップを揃え、グリップサイズやフェイス面積も幅広いラインナップです。ソフトテニス

もヨネックスやミズノを中心としてお客様のニーズに応え、バドミントンもヨネックスはもちろんビクタ

ーやリーニンなどのこだわりブランドも揃えています。また、ラケットを約 5秒置くだけで重量とバラン
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ス（重心）を同時に自動測定できる、ヨネックスのプレシジョンスキャンを導入。お客様に最適なラケッ

ト選びを数値化されたデータによりサポートします。 

卓球もバタフライを始めとしてスティガやドニック等、有名ブランドからこだわりのブランドまで様々

な商品を取り揃えています。 

 

◆あらゆる種類のストリングをラインナップ。実質 60分からのエクスプレス加工も可能 

フロア中央に設置された幅 13 メートルのストリングウォールには、合計 750 品番 9,000 点以上のストリ

ングをご用意しており、ゲージのバリエーションが全て揃うだけでなく、豊富なカラーバリエーションも

取り揃えております。この幅広い品揃えの中から、スタッフがお客様のプレーレベルやプレースタイルに

合わせて、お客様のニーズに合った最適なストリングをご提案させていただきます。 

さらにストリング加工については 10台のストリングマシンを有し、実質 60分からのエクスプレス対応

や当日お渡しのクイック加工も可能です。逆にお渡しまでの期間が長ければ加工費用の割引もさせていた

だきます。お客様のご要望に合わせて、どこよりも早く、どこよりも高いレベルの対応を実現します。 

 

◆合計 180 本以上が貸し出し可能な充実の試打ラケット。店内にスイングスペースも用意 

試打ラケットは硬式テニス 100 本以上、バドミントン 80本以上を用意し、二泊三日の貸し出しが可能で

すので、いつものお客様のプレー環境で実際に体感していただいた上で商品をご購入いただけます。 

また、卓球も 40本以上の試打ラケットをご用意し、こちらは店内で試打いただけるスペースもございま

すので、実際に体感してから購入いただけます。テニスやバドミントンも同じスペースを使って、実際に

スイングしてみることが可能です。 

 

◆有名テニスコートと同じ「Deco Turf」ハードコートの素材を採用した圧倒的な売場空間 

有明テニスの森公園テニスコートと同じ「DecoTurf」ハードコートの床材を採用。4大大会の一つであ

る全米オープン会場と同じ仕上げによるテニスの世界観を表現した売場で、合計 75品番 1,000 点以上の

豊富な品揃えのテニスシューズを試着いただけます。 

 

◆新宿エリア最大級のバレーボール用品の品揃えを実現 

部活動などのシリアスプレイヤーから、生活の中でバレーボールを楽しむファンプレイヤーまで、様々

なニーズに応えられる品揃えをしました。人気のファイテンアパレルも全てのカラーバリエーションを取

り揃え、さらにアルペン限定デザインも展開。シューズもアシックスのジャパンライトシリーズやミズノ

のライトニングシリーズといった人気モデルを始め、エントリープレイヤーからコアプレイヤーのニーズ

に応えられるよう、豊富なラインナップを用意しています。またオーダーシューズもご注文いただけ、お

客様にとって唯一無二のアイテムも提供いたします。サポーター、検定球も主要ブランドはフルラインナ

ップでご用意しております。 

 

◆ピックアップスタッフ：服部 優弥よりコメント 
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前職ではテニスコーチとして 10 年間活動し、子供から大人まで 1,000人以上の

指導に携わってきました。経験に基づく接客により多くのお客様の信頼を頂いて

います。もちろん今でもテニスをプレーしており、リアルプレイヤーならではの

目線でお客様をサポート致します！ 

 

 

 

 

 

 

 

■1F：ランニング 

店舗の顔となる 1Fに配置されたランニング売場は、スポーツデポフラッグシップストア新宿店の目玉と

なる売場となります。エントリーモデルからトップレンジの商品まで幅広いランニングシューズを揃える

ほか、話題のスマートシューズや大注目ブランドのランニングアパレル・アクセサリーなど、日本最大級

の品揃えを実現しています。新国立競技場にも採用されたイタリア・モンド社のトラック素材を採用した

売場は、他店にはない唯一無二の空間となっております。 

 

 

 

◆500 品番 7,500 点以上の日本最大級のランニングシューズの品揃えを実現 

デイリーユースからエントリー層やエリート層、さらにトラックやトレランまで、全てのランナーに対

応する圧倒的なランニングシューズの品揃えを誇ります。 

ナイキのヴェイパーフライ・アルファフライや、アシックスのメタスピード、アディダスのアディオス

プロなど、各社の最新厚底シューズが勢揃い。人気のオンやホカオネオネも国内最大級の品揃えを実現す

るなど、ランニングシューズの品揃えは合計 500品番 1,500 点以上と日本最大級です。 
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オルフェの SHIBUYAシリーズや、アシックスのエボライド・オルフェなど、最新のスマートシューズも

ラインナップ予定です。 

 

◆Alpen TOKYO を記念してアルペン限定発売となるナイキのリアクトマイラーも取り扱い 

Alpen TOKYO のオープンを記念して、ナイキのリアクトマイラー3を Alpen TOKYOのオープン日である

4/1から全国のアルペン・スポーツデポ（一部店舗除く）で独占販売致します。前作のリアクトマイラー

2からのフルリニューアルで、ミッドソールにはクッション性の高いリアクトフォームを採用。ヒール部

には安定感をもたらすサポートパーツも搭載され、幅広いランナーのランニングシーンをサポートするリ

アクトマイラー3を購入できるのは、この新宿の Alpen TOKYOを始めとする全国のアルペン・スポーツデ

ポだけです。商品の詳細は、今後プレスリリースやインスタグラムで公開していきます。 

 

◆アパレルやアクセサリーも、Mountain Martial Arts やエルドレッソなど注目ブランドが勢揃い 

充実したアパレルやアクセサリーの品揃えが、日本の豊かな四季それぞれのお客様のランニングライフ

を彩ります。ナイキやアディダスを始めとする主要スポーツブランドの充実したラインナップはもちろん

のこと、ランニングのラインナップを強化し続けているノースフェイス、ランニングでも大人気のパタゴ

ニア、東京を拠点としたアースランニングブランドであるエルドレッソなど、今大注目のブランドも勢揃

いです。さらに、トレイルランニングをベースに新しいライフスタイルを提案する Mountain Martial 

Arts、機能美とミニマリズムを根幹とするスウェーデンのアウトドアブランド HOUDINI、「理想は高く、

見た目はゆるく」をモットーにしたフランク＆モリスなど、オープン以降も注目のブランドを続々展開し

ていきます。 

 

◆精度の高い足裏計測が可能なシダスの最新計測機器「FEET BOX EVO」を導入 

HD カメラ搭載で、数秒で精度の高い足裏計測が可能なシダスの最新計測機器「FEET BOX EVO」を導入。

計測したボリュームとアーチタイプから、シダスを始めとする幅広いラインナップのインソールも含め、

お客様それぞれの足にフィットするシューズをスタッフが提案致します。 

 

◆新国立競技場にも採用されたイタリア・モンド社のトラック素材を売場に採用 

新国立競技場の陸上トラックにも採用されたイタリア・モンド社のトラック素材を売場の表面材で採用

しました。本物の雰囲気溢れるスペースで、ワクワクしながらシューズの履き心地を体感することができ

ます。 

 

◆ピックアップスタッフ：寺島 俊之よりコメント 

ランニング歴は 40年！骨と筋肉に精通しており、様々なお客様の接客に

携わってきました！またフルマラソンの出場経験も多数あり（2時間 46

分）、リアルランナーとしても活動しています！豊富な知識と経験を活か

し最適な商品提案をさせていただきます！ 
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■1F：バスケットボール 

ランニングと同じ店舗の顔となる 1Fフロアに、バスケットボールも展開します。FIBA 認定のフローリ

ング材をフロア表面に採用し、実際のプレーシーンの熱気が感じられるような世界観の中で、楽しくショ

ッピングができる売場になっています。商品もオンコートアイテムからジョーダンブランドを始めとする

オフコートのカルチャーアパレルまで幅広く取り揃え、コアプレイヤーからバスケファンまで幅広いお客

様にワクワクして楽しんでいただける品揃えです。さらに NBA レプリカも豊富なラインナップをご用意

し、東京の中心でグローバルなバスケット文化を感じられる発信拠点としてお客様をお迎えします。 

 

 

 

◆人気のシグネチャーモデルも含め合計 150 品番以上を誇るバスケットシューズの圧倒的な品揃え 

ナイキ・ジョーダンはオンコートからストリートまで豊富なラインナップを取り揃え、お客様のスタイ

ルに合った 1足をお選びいただけます。アシックスやアンダーアーマーはフルラインナップでご用意。合

計 150 品番 1,800点以上と新宿エリア最大級の品揃えです。 

各ブランドの人気シグネチャーモデルも取り揃えています。アンダーアーマーのカリー9を始め、ナイ

キのエアジョーダン 36、アディダスのハーデン 5等、各選手の特色を表したこだわりのモデルをお選び

いただけます。特に人気の高いモデルを手に入れたい方は、スポーツデポフラッグシップストア新宿店の

インスタグラムで発信する情報をご確認ください。。 

 

◆20 チーム以上の NBAレプリカユニフォームも勢揃い 

バスケットボールファンなら誰もが憧れる、ナイキやミッチェルアンドネスの NBAレプリカユニフォー

ムが 20 チーム以上並びます。日本でも人気の高いレイカーズやネッツに加え、八村選手の所属するウィ

ザーズなど、ジュニアのレプリカウェアも有りますので、親子でワクワクしながらお買い物を楽しんでい

ただけます。 
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◆ピックアップスタッフ：大根 帆乃夏よりコメント 

17 年間バスケに携わってきたリアルプレイヤーです。お客様と会話を楽し

みながらニーズを引き出しシューズ、アパレルのご提案をさせていただく事

を心掛けています。今までの経験を活かして、お客様にベストな商品をご提

案します！ 

 

 

 

 

 

 

 

■2F：サッカー 

2F のサッカー売場は、芝のスタジアムをイメージした売場空間となっております。試履きスペースには

各国の有名スタジアムのベンチで多数採用されているレカロシートを設置し、まるで有名スタジアムにい

るような気分で各種スパイクを試着できます。注目のスパイクの品揃えについては、ミズノ、アシックス

の国内ブランドや、ナイキ、アディダス、プーマなどの海外ブランドを中心に、全サーフェス対応のスパ

イクを揃え、エントリーモデルから各社のトップレンジ商品まで、都内最大級の品揃えを実現しました。

また、ジュニアのプレイヤーに向けた商品も充実させています。 

 

 

 

◆合計 400 品番以上と都内最大級のスパイクの品揃えを実現 

このフロアの目玉となるのがスパイクです。ミズノ、アシックスの国内ブランドや、ナイキ、アディダ

ス、プーマなどの海外ブランドを中心に、全サーフェス対応のスパイクを揃え、エントリーモデルから各

社のトップレンジ商品まで、合計 400品番 6,000点以上の取り扱いで都内最大級の品揃えを実現しまし
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た。ミズノフットボール用品販売の拠点店の証であるモレリアステーションももちろん導入され、モレリ

アステーションでしか手に入らない限定商品を始めとする幅広いラインナップです。 

お客様の足の特徴を正確に把握して適切なシューズを選んでいただくために、ミズノの足形測定機も導

入しました。さらに唯一無二のアイテムを身に着けたいというニーズにも応えるため、ブラザー製の刺繍

機でスパイクへの刺繍加工にも対応します。 

 

◆合計 100 品番を揃えるシューズをはじめ、ジュニア用品の品揃えも充実 

日本の未来を担う子供達のサポートも重視し、ジュニアサッカーシューズについても合計 100品番

1,500 点以上と豊富な品揃えとなっています。ウェアや小物、ボールやバッグ等も含めてジュニアサイズ

をまとめて展開し、お子様が様々な商品を楽しく選べる売場になっています。 

 

◆30 チーム以上が揃うレプリカユニフォームも必見 

国内外のサッカーファンがワクワクするような、人気のパリサンジェルマン、レアルマドリード、マン

チェスターシティを始めとする 30チーム以上が揃うレプリカユニフォームも豊富に展開します。もちろ

んオフィシャルマークの圧着加工もクイックに対応します。 

 

◆人工芝やレカロシートを設置した、スタジアムを感じられるワクワクする空間でお買い物を満喫 

サッカー売場のスパイク試履きスペースには、各国の有名スタジアムで多数採用されているレカロシー

トを設置し、有名スタジアムのベンチに入ったような気分で各種スパイクを試着できます。また、フロア

床面やスパイクを陳列している背面には人工芝を配置し、芝生上での見え方を確認しながらお買い物を楽

しんでいただけます。 

 

◆ピックアップスタッフ：柴田 京太よりコメント 

サッカーをこよなく愛するサッカー売場の中心的存在です！EC サイトのレ

ビューでも活躍中です。自身の経験を活かして、お客様に合ったスパイクを

ご提案します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2F：メンズアパレル 

2F のメンズアパレル売場には、ナイキ・アディダスをはじめとする主要ブランドのブランドコーナーが

集積しています。トレーニング・スポーツ用途のアパレルはもちろん、タウンユースでも機能的でファッ

ショナブルに着用いただける、シームレスに活躍するアイテムを多数取り揃えています。各ブランドの販

路限定商品やアルペン限定商品も数多く取り扱うことにより、スポーツブランドに特化した売場としては

都内最大級の品揃えを誇ります。 
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◆ナイキ・アディダスをはじめ、主要ブランドのブランドコーナーを多数展開 

アディダス、ナイキ、ニューバランス、アンダーアーマー、プーマ、デサント、オークリー、ティゴラ

の有名スポーツブランドがブランドコーナーを展開。ブランドコーナーを含めフロアで展開するブランド

数は 11 ブランドになります。トレーニングアパレルは各ブランドが機能性アパレルを展開し、ジムワー

ク、屋外トレーニング、競技のフィジカルトレーニングなど多様なトレーニングシーンと目的に合わせた

最適な商品がお客様のパフォーマンス向上をサポートします。ライフスタイルアパレルは充実したインラ

イン商品に加え、販路限定、アルペン限定商品も充実し、定番化したアスレジャーのニーズを十分に満た

す商品構成になっています。 

 

◆各ブランドの販路限定商品やアルペン限定商品を多数取り扱い 

国内外の 8つの有名ブランドの販路限定のアパレルやシューズを販売し、さらに Alpen Tokyo 限定の商

品も展開します。 

アディダスからは昨秋新たに立ち上げた新ライン”大人のアーバンスタイル”をコンセプトとした

「ID2.0」、スポーツブランドならではの機能性がラグジュアリーなスタイルと融合し、徒歩や自転車で

の通勤、ビジネスだけでなく都会でのオフの時間も快適に過ごせるジャケット・パンツのセットアップか

らクォーターニットのフーディーやスウェットまでスポーツブランド発信の洗練されたコレクションにな

っています。 

ニューバランスの人気のコレクション「THE CITY」がビジネスから日常までより幅広く着用できるシー

ムレスなコレクションに進化。伸縮性、撥水性の機能素材を使用し、オールシーズン対応、洗濯機でも洗

える、まさにすべてのライフスタイルに対応できるコレクションです。 

アンダーアーマーでは新しい挑戦をするアスリートをサポートする「PERFORMACE LIFE COLLECTION」を

展開、速乾性に優れる機能素材を使用したオーバーサイズ Tシャツは激しい動きに対応、撥水とシワ加工

を施した生地のウーブンジャケットは移動やウォーミングアップ時などあらゆる場面でアスリートをサポ

ートします。また、商品のロゴはアルペン限定商品だけのオリジナルロゴとなっています。 
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アルペンのプライベートブランド TIGORAを BEAMS DESIGNが監修した TIGORA by BEAMS DESIGNは、

FASHIONと FUNCTIONをシームレスにしたコレクション。TIGORAが得意とするスポーツの機能性と BEAMS 

DESIGN が提案するスマートなファッション性を融合させ、”スポーツを楽しんでもらいたい”お客様に

向けたシーンを問わず着用できる洗練されたコレクションになっています。 

その他のアルペン限定商品では、プーマの「PUMA Premium」は“よりよいライフスタイルと世界のため

に”をコンセプトとした機能性と、サステイナブルな素材を組み合わせたワンランク上のコレクショ

ン、”この一枚でどんなシーンでも快適に”をコンセプトとし、上質な素材にこだわり快適な着心地と機

能性を追求したデサントの「THE ONE」、「BORDERLESS」はオークリーの原点であるバイクカルチャーに

テクノロジーを加え、”シーンに縛られない”を商品化したコレクションです。 

どのコレクションもブランドごとに特色ある個性的なコレクションになっていますのでお客様のニーズ

に合わせたお買い物をお楽しみいただけます。 

 

◆コストパフォーマンスの高さで人気を集める TIGORA も、バリエーションを増やした充実の品揃え 

アルペングループのプライベートブランドである TIGORAはこの春から素材・シルエットのバリエーショ

ンを拡充、スポーツウエアはもちろんのこと、ライフスタイルウェアではカーデ・ウーブン素材などの軽

アウターを追加、コーディネートアイテムがさらに増えてお客様の様々な着こなしをサポートいたしま

す。 

また、各アイテムに接触冷感機能など機能性素材を積極的に採用しスポーツアパレルならではの快適な

着心地を提供するとともに、USAコットンを採用した、クオリティとサステイナブルを意識した商品も充

実しています。 

 

◆全国のスタッフによるオススメコーディネート画像の売場内での投影 

2F メンズアパレルフロア内に設置されたデジタルサイネージでは、スポーツデポフラッグシップストア

新宿店の店舗スタッフはもちろん、全国のスポーツデポのスタッフが投稿したオススメコーディネートが

順次投影されます。バニッシュスタンダード社が提供する STAFF STARTの機能を使って自社 ECサイトに

投稿されたコーディネートの中から、特に人気の高いものや、スポーツデポフラッグシップストア新宿店

での展開商品に沿った画像を投影することで、個々のお客様により適した、画一的でない幅広いスタイリ

ングを提案してまいります。 

 

◆ピックアップスタッフ：松田 浩太よりコメント 

スポーティー＆カジュアル＆シンプルなスタイルをご提案します！背が低くて

も！！足が短くても！！かっこよく決まるコーディネートを一緒に探しましょ

う！ 
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■3F：フィットネス／レディスアパレル／キッズアパレル 

3F のフィットネス・レディスアパレル売場には、特にこだわった品揃えを実現したフィットネスアパレ

ルはもちろん、タウンユースでも活用できる主要ブランドの最新アイテムが勢揃いしています。スポーツ

ブランドに特化した売場としては都内最大級の品揃えを誇っており、メンズアパレルと同様に、販路限定

商品やアルペン限定商品も取り揃えています。キッズアパレルは、スポーツブランドに加えてザ・ノー

ス・フェイスやパタゴニアなどのアウトドアブランドも取り揃えており、人気知育アプリ「シンクシン

ク」とコラボしたプレイスペースも用意しています。 

 

 

 

◆有名ブランドのブラやタイツを集めたフィットネスウォールを展開 

国内外の有名ブランドのスポーツブラやタイツを集めたフィットネスウォールではデザインや機能だけ

ではなく用途に合わせてピッタリのスポーツブラを見つけることができます。また、ヨガウエアをはじめ

とした、トップスやボトムスも充実し、おうちトレーニングから、ジムでのワークアウト、屋外でのトレ

ーニングまであらゆるフィットネスシーンをサポートする商品を展開します。 

 

◆限定商品も含めて充実の品揃えを誇るスポーツアパレルの品揃え 

メンズ同様、有名スポーツブランドの充実したインライン商品に加え、各ブランドの販路限定、アルペ

ン限定商品も多数取り扱っています。 

アディダスの「ID2.0」はスポーツから生まれたシルエットがストレスなく快適にリラックスして着用で

き、ソフトな手触りと洗練された外観はタウンユースにも対応し、レディスラインでは立体感と清涼感の

あるスポーティーなウーブン素材を使用したワンピースを展開しています。 

ニューバンスの人気のコレクション「THE CITY」ではこの春から、新たにレディスのラインが誕生。メ

ンズ同様、トップス、ボトムスにはシワになりづらい素材を使用し、ニューバランスならではのどんなス

ニーカーにも合うシルエットのパンツ、スカートもラインナップされています。 

「TIGORA by BEAMS DESIGN」もレディスラインを展開、ミニマルなデザインの中に、機能性とスマート

なファッション性を融合させ、スポーツも日常もおしゃれに楽しみたいアクティヴな女性のニーズを満た
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します。 

「PUMA Premium」は自宅でリラックスしているときに欲しい”快適な着心地”でありながら外出にも使

える商品で構成されたコレクション。デザインはプーマの強みであるウィメンズブランドとして YOGA を

インスパイアし、撥水機能の付いたリサイクル素材を使用したブルゾンジャケット、ドライで快適な着心

地の吸湿速乾機能のリラックスフィット Tシャツ、しなやかな触り心地の Tシャツドレスなどお出かけか

ら自宅リラックスまでシーンに合わせられる商品になっています。 

アンダーアーマーの「PERFORMACE LIFE COLLECTION」のレディスラインにはサイドスリットが入った動

きやすい Tシャツワンピース、トレンドのアノラックジャケットは悪天候でも快適に過ごせる撥水加工モ

デルとなっています。 

日常からスポーツまで様々なシーンで女性をサポートする商品を取り揃えております 

 

◆アクティヴなお子様の日常をサポートするスポーツブランドアパレル 

キッズアパレル売場では 7つの人気ブランドの商品を取り揃えています。 

小学生のお子様を対象としたキッズアパレルはアディダス、ナイキ、アンダーアーマー、プーマなどが

展開。各社汗をかきやすいお子様のための吸汗、速乾に優れた機能性 Tシャツを取り揃えています。中で

もアンダーアーマーは吸汗速乾性に加え、パフォーマンスブランドならではの伸縮性を持ちながら、柔ら

かな肌触りを提供するドライ T シャツを販売いたします 

また、アディダスは独創的なプリントや色使いで世界中で愛されるフィンランドのデザインハウス”マ

リメッコ“の商品を販売します。 

アダルトだけでなくキッズでも人気のあるナイキはレディスのラインでも展開されている黄色の花柄が

特徴的なデイジーコレクションを展開し、親子コーデを楽しめる商品も取り揃えています。 

就学前のお子様にはザ・ノース・フェイス、リー、パタゴニアなどが商品を展開しています。 

スポーツブランドならではのデザイン、シルエット、機能性のある商品でお子様の登園、登校、運動会

などのアクティヴな日常から少しおしゃれなシーンまでをサポートします。 

 

◆お子様の思考力を育む「Alpen meets Think！Think！」が設置されたキッズ向けプレイスペース 

 「Alpen meets Think!Think!」は、店内に設置された大型タッチパネルを使って、頭とカラダを使って

問題を解き「思考力」を育てることができる知育ゲームです。1回 3分のミニゲーム形式で、空間認識・

平面認識・試行錯誤・論理・数的処理の 5分野から図形やパズル、迷路などのゲームで遊ぶことが可能で

す。アルペンではお子様に対しては、幼いころからスポーツに触れることで、体力をつけるだけでなく、

空間を把握する力、論理的に考える力、試行錯誤する力など、様々な思考力を育むことができると考えて

おります。大型タッチパネルを使用したコンテンツは、「シンクシンク」でも初の取り組みとなります。 

 

◆ピックアップスタッフ：神谷 紗子よりコメント 
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カジュアル・低身長コーディネートが得意です！親子コーデのご提案なら

お任せください！ベビー・キッズウェアのプレゼントのご相談も気軽にお申

し付けください♪ 

 

 

 

 

 

 

 

■Alpen TOKYO の概要について 

・住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目 23-7 

「ユニカビル」地下 2階から 8階まで全 10フロア 

・新宿駅東口より徒歩 1分 

・総延べ床面積：3,721坪 

・展開店舗：スポーツデポフラッグシップストア新宿 

アルペンアウトドアーズフラッグシップストア新宿店 

ゴルフ５フラッグシップストア新宿店 

 



15 

 

 

 

■Alpen TOKYO ホームページイメージについて 

・URL：https://store.alpen-group.jp/alpentokyo/CSfTokyoTop.jsp 

・Alpen TOKYOの取り扱いブランド等、詳細情報は今後、ホームページで随時更新してまいります。 

 

■Alpen TOKYO 各業態インスタグラム情報について 

・スポーツデポフラッグシップストア新宿店：@alpentokyo.sportsdepo.fs 

・アルペンアウトドアーズフラッグシップストア新宿店：@alpentokyo.alpenoutdoors.fs 

・ゴルフ５フラッグシップストア新宿店：@alpentokyo.golf5.fs 

「Alpen TOKYO」に関する様々な情報は、プレスリリースや上記インスタグラムの中で、今後順次公開さ

せていただきます。ぜひ注目ください。 

 

 

■提携駐車場について 

・店舗に隣接する靖国通りの地下に位置するサブナード駐車場で駐車サービスをご利用いただけます。 

 

 サブナード駐車場について 

 営業日 ：年中無休 

 営業時間：24時間営業 

 収容台数：400 台 

 通常料金：普通車 30分ごとに 330円 

      大型車 30分ごとに 370円 

      二輪車 30分ごとに 150円 

 無料駐車サービス：3,000 円以上お買い上げで 1時間無料、10,000 円以上お買い上げで 2時間無料 

 駐車制限：車高 2.1ｍ、車長 6.0ｍ、車幅 2.1ｍ、重量 4トン 
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※サブナード駐車場入り口などのご利用に関するその他情報については、サブナード駐車場ホームページ

をご確認ください。 

https://www.subnade.co.jp/about/parking/ 

 

■Alpen TOKYO 採用情報について 

【オープニングスタッフ募集中】 

詳しくはこちらのリクルートページをご覧ください。 

https://alpen-group-arbeit.net/jobfind-pc/area/All?merit=1030&freeword=TOKYO 

 

■株式会社アルペンについて 

創業    ： 1972年 7月 

資本金   ： 151億円 

業績    ： 売上高 2,332 億円、経常利益 168 億円(2021 年 6月期) 

事業内容  ： ・スキー用品及びゴルフ、テニス、マリン、野球用品等 

        各種スポーツ用品、レジャー用品の商品開発、販売 

        ・スキー場、ゴルフ場、フィットネスクラブの経営 

ウェブサイト：https://store.alpen-group.jp/corporate/ 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】株式会社アルペン お客さま係：（052）559-0160 

https://www.subnade.co.jp/about/parking/

