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― adidas × GIANTS 2010 『最速の瞬間に挑め。』 ―
9 月 6 日（月）より読売巨人軍応援サイトにて新コンテンツを展開中！

adidas 『BE FASTER 〈GIANTS X DAY〉』
選手たちが限界を打ち破る“最速の瞬間=X DAY”を予想して、プレゼントを手に入れよう！

www.adidas.co.jp/baseball/giants/XDAY
読売巨人軍のオフィシャルパートナーであるマルチスポーツブランドのアディダス ジャパン株式会社（本社：新宿区矢来
町、代表取締役：ポール・ハーディスティ）は、9 月 6 日（月）より、激しいペナントレースを戦っている読売巨人軍を応援
すべく、新コンテンツ adidas 『BE FASTER 〈GIANTS X DAY〉』（ビー・ファスター ジャイアンツ・ エックスデー）
（www.adidas.co.jp/baseball/giants/XDAY）を実施しています。
本企画は、リーグ 4 連覇、日本一連覇という目標へ向かって戦う選手たちがそれぞれの限界を打ち破る“最速の瞬間=
X DAY”の予想を通じて、読売巨人軍を応援していくファン参加型コンテンツです。twitter 連携機能を備えており、もれな
くユニフォーム型オリジナル twitter アイコンを提供するほか、予想が的中した方には抽選でスパイクやグラブなどの
アディダスギアをプレゼントします。
『X DAY』 予想タイトル (9 月 21 日（火）実施分)
＞ラミレス選手：今季 45 本塁打目を放つ最速 X DAY
＞小笠原道大選手：今季 90 打点目を挙げる最速 X DAY
＞ゴンザレス投手：今季 85 奪三振目を挙げる最速 X DAY
＞高橋由伸選手：今季 75 安打目を放つ最速 X DAY
＞脇谷亮太選手：今季 110 安打目を放つ最速 X DAY
※その他選手の X DAY も順次公開中（次頁参照）。
twitter 連携機能
投票時にもれなくユニフォーム型オリジナル twitter アイコンを
入手できるほか、投票結果がそれぞれのツイートに反映され
る連携機能を備えています。
『X DAY』 投票ページ イメージ

アディダス ジャパンは、2008 年より“GIANTS MOMENT”と題し、勝負を制する“その一瞬”をクローズアップ、ファンと
一体となった読売巨人軍応援キャンペーンを展開してきました。本年は、『最速の瞬間に挑め。』と題し、ダイナミックで
スピード感溢れる読売巨人軍のベースボールが持つ興奮と魅力を余すところなく伝えるべく、内海投手、坂本選手らを
起用したクリエイティブや Web フィルムを展開しています。また、走・打・守・投の点数を競う新感覚の携帯/iPhone ゲー
ム“adidas×GIANTS デジタルトライアウト”という、ファン一体型の応援コンテンツを提供しています。新コンテンツ
adidas 『BE FASTER 〈GIANTS X DAY〉』では、『BE FASTER』をテーマに、選手ひとりひとりが限界を打ち破る“最速の
瞬間”をファンが選手と共に体感し、激戦の続くペナントレース終盤戦を共に戦い応援していくことを目指しています。
読売巨人軍とアディダス ジャパンは 2006 年 1 月 1 日より“Impossible is Nothing” （「不可能」なんて、ありえない。） の精神に基づ
き、また、「野球の活性化」、「野球を通した社会貢献」、「ブランドビジネス」の 3 つを主な目的とし、オフィシャルパートナーとして提携
しています。アディダスの最新テクノロジーを搭載した公式ユニフォームおよびチームスタッフ着用ウェアの供給やライセンス商品の
開発、さらに、ファンサービスの実施や野球教室の開催などを共同で実施しています。

読者、一般のお客様からのお問い合わせ先
アディダス ジャパン株式会社 アディダスグループお客様窓口 Tel：0120-810-654 （電話受付 9：30～18：00）
アディダス ウェブサイト www.adidas.co.jp/baseball/giants

報道関係者からのお問い合わせ先
アディダス ジャパン広報事務局 （アズ・ワールドコム ジャパン株式会社内） 担当：相澤、三輪
Tel：03-5575-3225 Fax：03-5575-3222 E-mail：adidas@w-az.co.jp

adidas 『BE FASTER 〈GIANTS X DAY〉』 実施概要
www.adidas.co.jp/baseball/giants/XDAY
◆ジャイアンツの選手たちが限界を打ち破る X DAY を予想せよ◆
ジャイアンツの各選手たちがアディダスギアとともに限界を打ち破る
最速X DAYはいつか。予想タイトルを以下の通り順次、展開しております。
『X DAY』 予想タイトル
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

内海哲也投手：
坂本勇人選手：
松本哲也選手：
クルーン投手：
阿部慎之助選手：
東野峻投手：
長野久義選手：
越智大祐投手：
山口鉄也投手：
ラミレス選手：
小笠原道大選手：
ゴンザレス投手：
高橋由伸選手：
脇谷亮太選手：
エドガー選手：
鈴木尚広選手：
久保裕也投手：

今季 10 勝目を挙げる最速 X DAY
(受付終了)
今季 160 安打を放つ最速 X DAY
(受付終了)
今季 45 得点目を決める最速 X DAY
(受付終了)
今季 25 セーブ目を挙げる最速 X DAY
(受付終了)
今季 40 本塁打目を放つ最速 X DAY
(受付終了)
携帯サイトでも投票受付中！
今季 15 勝目を挙げる最速 X DAY
(受付終了)
今季 60 打点目を挙げる最速 X DAY
(受付終了)
今季 50 奪三振目を挙げる最速 X DAY
(受付終了)
今季 80 奪三振目を挙げる最速 X DAY
(受付終了)
今季 45 本塁打目を放つ最速 X DAY
(受付期間：9 月 14 日～21 日)
今季 90 打点目を挙げる最速 X DAY
(受付期間：9 月 14 日～21 日)
今季 85 奪三振目を挙げる最速 X DAY
(受付期間：9 月 17 日～24 日)
今季 75 安打目を放つ最速 X DAY
(受付期間：9 月 17 日～24 日)
今季 110 安打目を放つ最速 X DAY
(受付期間：9 月 17 日～24 日)
今季 80 安打目を放つ最速 X DAY
(受付期間：9 月 21 日～27 日)
今季 12 盗塁目を決める最速 X DAY
(受付期間：9 月 21 日～27 日)
今季 100 奪三振目を挙げる最速 X DAY (受付期間：9 月 21 日～27 日)
※その他、選手のX DAYも順次公開予定です。

◆Presents◆
投票すると、もれなくadidas×GIANTS特製twitterアイコンをプレゼント。
さらに予想を的中させると、抽選でスパイク・グラブ等のアディダスギアが当たる。
ジャイアンツの選手とともに、キミも最速の瞬間に挑め。

もれなく adidas×GIANTS 特製 twitter アイコン
のほか、特製ユニフォーム壁紙をプレゼント！

各選手の『X DAY』 を予想して投票しよう！

adidas×GIANTS 特製
twitter アイコン

みんなの予想結果を確認することで、ファンが一体となって
限界を打ち破る“最速の瞬間”を体感できます！

予想を的中させると、抽選でスパイク・グラブ等
アディダスギアをプレゼント！

