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もっと自由に、もっと自分らしく日常を楽しむ人たちに向けたセレクトショップ  

 「OUTSIDE THE BOX」 

9 月 22 日（水）新静岡セノバにオープン！ 
 

 

スポーツ専門店「スポーツオーソリティ」を運営する株式会社メガスポーツ (本社:東京都中央

区、代表取締役社長:中嶋築人)は、多くの方のライフスタイルに寄り添い、もっと自由に、もっと

自分らしく日常を楽しむ人たちに向けたセレクトショップ「OUTSIDE THE BOX」を、9 月 22

日(水)、新静岡セノバ 4 階(静岡県静岡市)にグランドオープンしました。 

                                                   ＜店頭イメージ＞ 

「OUTSIDE THE BOX」は、アウトドアシーンからライフスタイルシーンまで、既成概念にとら

われない「自分らしさ」をカタチにするライフスタイルセレクトショップです。スポーツブランドのハイエ

ンドモデルや人気モデルを中心に、インターナショナルブランドのアパレルやアクセサリーを展開して

います。全国で 9 店舗目となる「OUTSIDE THE BOX 新静岡セノバ店」では、幅広い世代

から絶大な人気を誇るアウトドアブランド「THE NORTH FACE」を取扱い、当社別注アイテムもご用意い

たしました。また、シューズの定番ブランドとして世代を問わずアクティブなライフスタイルを送る人々に長年愛

され続ける「CONVERSE（コンバース）」を展開し、ファッションを楽しむ皆さまに、アクティブなライフスタイル

をご提供します。さらに、日本発のアウトドアブランドとして誕生し、40年以上の歴史と伝統を持つブランド

「TARAS BOULBA（タラスブルバ）」のウェアや雑貨を取り揃え、アウトドアからタウンユースまで幅広く活

躍するアイテムをご提案いたします。 

ウッドテイストで統一された約 271㎡の店内では、アウトドアな雰囲気を演出し、もっと自由に、 

もっと自分らしく日常を楽しむ人たちに向けたセレクトショップ「OUTSIDE THE BOX」が提案

する世界観を表現しています。  
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◆「THE NORTH FACE」 高品質、高機能な商品を圧巻の品揃え！ 

幅広い世代から絶大な人気を誇るアウトドアブランド、「THE NORTH FACE」の商品を豊富に取り揃え

るとともに、当社別注アイテムもご用意し、アーバンアウトドアなスタイルをご提案します。  

  

 

■THE NORTH FACE当社別注アイテム 

当社限定のプルオーバースウェットパーカー。バックのブランドロゴがアクセントとなる商品です。  

アウトドアフィールドはもちろん、ファッショナブルな街着としても活躍する 1着です。 

 

＜イメージ画像＞ 

品名      ：THE NORTH FACE HALF DOME HOODIE  

品番      ：NT62131A  

サイズ     ：S・M・L・XL  

販売価格：本体価格 9,300円(税込 10,230円) 

 

＜オンラインショップでの販売は、こちらよりご確認ください＞ 

https://www.sportsauthority.jp/shop/g/g67100701/ 

 

 

 

https://www.sportsauthority.jp/shop/g/g67100701/
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◆多くの人々に長年愛され続ける「CONVERSE（コンバース）をお取り扱い！  

さまざまな個性と調和し自分だけのスタイルを作り上げ、それぞれの感性によって自由にイメー

ジを変えるコンバース。環境に配慮したエコ素材を使用したサスティナブルな商品をご紹介！ 

 

 

 

 

＜イメージ画像＞ 

 

品名      ：ALL STAR PET-CANVAS OX 

品番      ： 31304761 / 31304762 

サイズ     ： 23.0cm‐28.0cm・29.0cm 

販売価格： 本体価格 8,000円 （税込 8,800円） 

 

 

＜オンラインショップでの販売は、こちらよりご確認ください＞ 

<MINT GREEN> 

https://www.sportsauthority.jp/shop/g/g66874322/ 
 

<IVORY> 

https://www.sportsauthority.jp/shop/g/g66874348/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sportsauthority.jp/shop/g/g66874322/
https://www.sportsauthority.jp/shop/g/g66874348/
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◆老舗アウトドアブランド「TARAS BOULBA（タラスブルバ）」を展開！ 

40年以上の歴史と伝統を持つ日本発のアウトドアブランド「TARAS BOULBA（タラスブルバ）」を 

展開いたします。フィールドで活躍する機能性を備えたウェアから、アウトドアスタイルを日常に取り入れた 

カジュアルファッションまで、幅広い世代の皆さまにお楽しみ頂けるアイテムを取り揃えます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜イメージ画像＞ 

品名      ：ヘビーコットンロング Tシャツ(キャンピングカー) 

品番      ： TBM-F21-014-043 

サイズ     ： M・L・ XL 

販売価格： 本体価格 4,000円 （税込 4,400円） 

＜オンラインショップでの販売は、こちらよりご確認ください＞ 

https://www.sportsauthority.jp/shop/g/g66863572/ 

 

■「TARAS BOULBA(タラスブルバ)」 ブランドヒストリー 

「TARAS BOULBA(タラスブルバ)」は 1976 年、日本発のアウトドアブランドとして誕生しました。

以来、40 年以上の歴史と伝統を持つブランドとして愛され続けています。  

ブランド名は、作家「ニコライ・ゴーゴリ」が、コサックの勇猛果敢な英雄として生き抜いた男を描いた 

歴史小説「隊長ブーリバ」に由来。大自然から体得した知恵と、長い歴史から培ってきた科学を融合

してものづくりをすることを信念としています。 

「自然の知恵」  「技術と科学」  「人々の思い」 

歴史を超えて進化する「TARAS BOULBA(タラスブルバ)」は、この 3 つのキーワードを忘れません。

アウトドアを愛するすべての人が、自然を楽しむことはもちろん、自然にチャレンジしていくことをサポート

し続けます。 

◆タラスブルバ webサイト：https://www.tarasboulba.jp/ 

◆インスタグラム      ：https://instagram.com/taras_boulba_1976 

 

 

 

 

https://www.sportsauthority.jp/shop/g/g66863572/
https://www.tarasboulba.jp/
https://instagram.com/taras_boulba_1976
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◆「OUTSIDE THE BOX新静岡セノバ店」オープン記念キャンペーン  

■ご購入のお客さま限定の「ガチャガチャチャレンジ」を開催！ 

9月22日（水）～10月3日（水）の期間、「OUTSIDE THE BOX新静岡セノバ店」店内で販売

するゴールドウインブランド商品、合計10,000円（税込）以上をご購入頂いたお客さまに、 

ゴールドウインブランド商品が当たる「ガチャガチャチャレンジ」を開催致します。 

※景品がなくなり次第終了となります。 

  

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ご購入のお客さま限定の「オリジナルバンダルが作れるマーブリング体験会」を開催！ 

9月22日（水）～10月3日（水）の期間中、「OUTSIDETHE BOX新静岡セノバ店」で、店内商

品合計10,000円（税込）以上ご購入頂いたお客さまに、オリジナルバンダナをお作りいただける    

マープリング体験会にご参加いただき、お作りいただいたOUTSIDE THE BOXオリジナルバンダナをプレ

ゼントいたします。 ※景品がなくなり次第終了となります。 
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◆新たな会員特典プログラム「スポーツマイル」を始動！ 

OUTSIDE THE BOX各店舗、公式オンラインショップでのお買物で、ご購入金額100円（税込）ごと

に1マイルがたまり、たまったマイルは、1マイル1円として次回以降のお買いものでお使い頂ける新たな会員

特典プログラム「スポーツマイル」がスタート致しました。 

 

＜サービスの詳細はこちらからご確認ください＞ 

https://www.sportsauthority.jp/shop/pages/sportsmile.aspx#member_b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

◆OUTSIDE THE BOXとは 

アウトドアからライフスタイルまで既成概念にとらわれず、自由気ままに日常を楽しむ、ミッドトレンドを   

ターゲットにしたショップです。ライフスタイル全体を俯瞰し、お客さまのニーズに応えたアイテムを幅広く 

ご用意しています。 

 

 

 

 

 

 

展開ブランド一例 

THE NORTH FACE、HELLY HANSEN、DANSKIN、TARAS BOULBA、adidas Originals、          

new balance、Reebok、PUMA、Teva、HOKA ONE ONE、Champion、CHARI&CO、

WILDTHINGS、GRAMICCI、carhartt、RVCA、QUICKSILVER、BRIEFING、

ModernAmusement、Hydro Flask 

 

公式サイト  ：https://www.sportsauthority.jp/outsidethebox/ 

インスタグラム  ： https://www.instagram.com/outside_the_box_official/  

 

https://www.sportsauthority.jp/shop/pages/sportsmile.aspx#member_b
https://www.sportsauthority.jp/outsidethebox/
https://www.instagram.com/outside_the_box_official/
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【店舗概要】 

店舗名    ：OUTSIDE THE BOX 新静岡セノバ店 

住所       ：静岡県静岡市葵区鷹匠一丁目 1番 1号 新静岡セノバ 4階  

アクセス    ：JR「静岡駅」下車、徒歩 7 分 

電話番号 ：054-270-4440 

営業時間 ：10:00～20:00 

 

【OUTSIDE THE BOX 店舗一覧】 

◆OUTSIDE THE BOX 高崎オーパ店（群馬県高崎市） 

◆OUTSIDE THE BOX 堺北花田店（大阪府堺市） 

◆OUTSIDE THE BOX 越谷レイクタウン店（埼玉県越谷市） 

◆OUTSIDE THE BOX ららぽーと豊洲店（東京都江東区） 

◆OUTSIDE THE BOX アミュプラザみやざき店（宮崎県宮崎市） 

◆OUTSIDE THE BOX 流山おおたかの森 FLAPS店（千葉県流山市） 

◆OUTSIDE THE BOX ららぽーと磐田店（静岡県磐田市） 

◆OUTSIDE THE BOX ららぽーと湘南平塚店（神奈川県平塚市） 

 

OUTSIDE THE BOX 店舗詳細情報は、下記よりご確認ください。

https://www.sportsauthority.jp/store/location/list/shop/outside_the_box 

 

【株式会社メガスポーツ 会社概要】 

所在地  ：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 2-8-4 日本橋コアビル 3F  

設立    ：1995（平成 7）年 8月 

資本金  ：1億円 

代表者  ：代表取締役社長 中嶋 築人（ナカジマ ツキヒト） 

事業内容：  スポーツ専門店「スポーツオーソリティ」、スニーカーを中心としたスポーツ×ファッションの 

セレクトショップ「CORNERS SPORTSAUTHORITY」、アウトドアスタイルシーンから 

ライフスタイルシーンまで既成概念にとらわれず、自由気ままに生活する人達に向けた 

ライフスタイルセレクトショップ「OUTSIDE THE BOX」を全国展開しています。 

 

  

株式会社メガスポーツ web サイト     ： https://www.megasports.jp/ 

スポーツオーソリティ webサイト         : https://www.sportsauthority.jp/ 

OUTSIDE THE BOX web サイト ： https://www.sportsauthority.jp/outsidethebox/ 

CORNERS SPORTSAUTHORITY webサイト：

https://www.sportsauthority.jp/shop/c/cCO/ 

 

https://www.megasports.jp/
https://www.sportsauthority.jp/
https://www.sportsauthority.jp/outsidethebox/
https://www.sportsauthority.jp/shop/c/cCO/

