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スマートフォンアプリと連動する小学生向けスマートシューズ
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『UNLIMITIV 』から新モデルが登場!
機能性の UNLIMITIV S-LINE、デザイン性の UNLIMITIV C-LINE/連動アプリも進化！
2019 年 11 月 1 日（金）より販売店舗を拡大し全国発売
株式会社バンダイ（代表取締役社長：川口勝、本社：東京都台東区）は、運 動 したデータをスマートフォンと
通 信 させることで数 値 化 し、遊 びながら運 動 能 力 を高 めるサポートをする小 学 生 向 けスマートシューズ
ア

ン

リ

ミ

テ

ィ

ブ

『UNLIMITIV ® 』(UNLIMITIV S-LINE：全 2 種×各 6 色 、4,389 円・税 10%込、3,990 円・税抜 /UNLIMITIV
C-LINE：全 4 色 、3,839 円・税 10％込 、3,490 円 ・税抜 )の新モデルを 2019 年 11 月 1 日（金 ）に発売し
ます。メインターゲットは 6 歳～12 歳の小学生で、取り扱い店舗を拡大 し、全国の靴売り場で販売しま
す。また、本シリーズで年間 100 万足の販売を目指します。
♦『UNLIMITIV』とは♦
専用のセンサーユニットをシューズにセットし、スマホアプリと連動させてトレーニング結果をデータ化
したり、ポイントをためて、アプリ内のゲームに使って楽しめる小学生向けスマートシューズです。ブランド
名である『UNLIMITIV』は、「Unlimited（無限の）＋Active（活動的な）」の造語で、遊びながらユーザーの無限の
能力を引き出す存在になりたいという思いを込めています。またロゴの「∞」マークは無限大の記号をモチーフ
にしています。2020 年に向けて子どもたちのスポーツへの関心が高まっているなかで、より多くの子ども
たちに楽しみながらスポーツを継続してもらうために、さらに進化した『UNLIMITIV』を発売します。
【新モデルは選べる 2 つのライン】
新モデルの『UNLIMITIV』は、ファーストモデルから大幅に性能が
アップした「UNLIMITIV S-LINE」とデイリーユースに合うカジュアルな
デザインの「UNLIMITIV C-LINE」の 2 種のラインアップとなっていま
す。また、ピンクやラベンダーなどのガールズカラー展開や、サイズも
25cm まで拡大し、より幅広いユーザー層への訴求を目指します。
▲UNLIMITIV S-LINE

▲UNLIMITIV C-LINE

【スマートフォンアプリのリニューアル】
『UNLIMITIV』は、スマートフォンアプリと連動してトレーニングをす
ることができます。従来の「フィールドモード」と「アルティメットモード」
の 2 種類のトレーニングに加えて、新トレーニングの「ニゲキルモー
ド」が登場します。「ニゲキル」とは、バンダイナムコアミューズメント
が運営するバラエティスポーツを集めた施設「VS PARK」(大阪府吹
田市)にある、大型ビジョンに投影された猛獣と 10m の超短距離走
を競う体験ができる人気のアクティビティです。
▲「ニゲキルモード」イメージ画面

【センサーユニットが別売りに】
これまでシューズとスマートフォンアプリを連動させる「アンリミティブ
専用センサーユニット」はセット販売のみでしたが、新モデルより別売
りで展開します。成長して靴を買いなおしても、新しい靴にセンサーユ
ニットを入れ替えてそのまま継続してお楽しみいただけます。センサー
ユニットは右足のソール内部にセットして使用します。全長 38mm、重
さも約 10g と軽量で違和感なく着用することができます。また、電池交
換式で長くご愛用いただけます。
▲ソール内部に別売りの専用センサーユニット(左)をセット

■UNLIMITIV 新モデル詳細

UNLIMITIV S-LINE

ファーストモデルを継承、大幅性能アップ

▲BLACK

▲NAVY

▲YELLOW

UNLIMITIV C-LINE

▲RED

▲BLACK/PINK

▲LT.BLUE

デザイン性が高く、デイリーユースにも最適

▲BLACK

▲PINK

▲GREEN

▲LAVENDER

■UNLIMITIV アプリ詳細【トレーニングモード】
●フィールドモード

●アルティメットモード

◀アプリに送信したデータを記録
し、ユーザーの運動量をわかり
やすくグラフ化します。
（左：24 時間表示、右：1 週間表示）

通学・学校・日常の生活などでの歩数を「ウォーク」「ラン」
「ダッシュ」の速度別に分類してカウントし、分類ごとに数値
化します。「ウォーク」より「ラン」、「ラン」より「ダッシュ」が高
いポイントとなり、たくさん走ることを推奨しています。

【トレーニングメニュー】
①筋力の測定：「フットリフト」
②反応速度の測定：「クイックリアクション」
③俊敏性の測定：「サイドアジリティ」
④体幹力の測定：「バック＆ゴー」
⑤持久力の測定：「ダッシュスクワット」
⑥跳躍力の測定：「スプリングジャンプ」
腿上げやスタートダッシュなど、速く走るための本格的な 6 種
類のトレーニングメニューがあり、結果がランクと共に表示さ
れます。またパラメーター表示で、全体の運動能力のバラン
スを確認することができます。

●大阪・吹田市の「VS PARK」で大人気のアクティビティ『ニゲキル』とのコラボトレーニングモード

UNLIMITIV アプリの「ニゲキルモード」には対決する猛獣をルーレットで決定する「ルーレットモード」と対決相手を選べる「チャ
レンジモード」があります。対決する猛獣が決定すると対決画面に変わり、猛獣から逃げきるためのパワーゲージが表示され
ます。センサーユニットを入れた UNLIMITIV を履き、10 秒間その場で素早くダッシュしてパワーをため、猛獣との勝負に挑み
ます。結果画面では、猛獣から逃げきれたかどうかをリプレイ動画で確認することができます。結果に応じてアプリ内のゲーム
で使えるポイントが獲得できます。対決中のナレーションは全 63 種で、毎回異なる臨場感をお楽しみいただけます。
※アプリ画像は開発中のものです。

■UNLIMITIV アプリ詳細【ゲーム/ランキング・フレンド】
●ランキング・フレンド

●ゲーム

トレーニングで貯めたポイントの分だけアバターが
走り、出会ったライバルとバトルできます。バトル
に勝利すると、戦ったライバルをコレクションするこ
とができます。

「全体」「学年別」「地域別」「地域学年別」で各モードの実力が
確認できるランキングや UNLIMITIV を持っている友達とつなが
ることができるフレンド機能もあります。

■『UNLIMITIV』新モデル商品概要
商品名

UNLIMITIV S-LINE

発売日

2019 年 11 月 1 日(金)

メーカー希望小売価格

4,389 円(税 10%込)、3,990 円(税抜)

3,839 円(税 10%込)、3,490 円(税抜)

種類数

面ファスナータイプ 各 6 色

面ファスナータイプ 4 色

靴ひもタイプ
サイズ

UNLIMITIV C-LINE

各6色

18/19/20/21/21.5/22/22.5/23/

18/19/20/21/21.5/22/22.5/23/

23.5/24/24.5/25cm

23.5/24/24.5/25cm

※靴ひもタイプは 21～25cm
販売店舗

全国の靴売り場

販売代理店

ゼット株式会社

■『アンリミティブ専用センサーユニット』商品概要
商品名
発売日
メーカー希望小売価格

アンリミティブ専用センサーユニット
2019 年 11 月 1 日(金)
1,089 円(税 10%込)、990 円(税抜)
※センサーユニットは各モデル共通です。※テスト電池が付属します。

バンダイのアパレル事業について
バンダイのアパレル事業は 1983 年より「頭のてっぺんからつま先まで」をコンセプトに、アウター、インナー、ナイティ、靴下、
水着、エプロン、帽子、タオル、ハンカチーフ、マフラー、寝具、レジャーシート、ホームソーイングなどのカテゴリーを展開して
います。キッズ・ベビー向けキャラクター衣料のほか、ジュニア・メンズ＆レディース市場へ向けた取り組みも行うことでター
ゲットの拡大に努めています。

VS PARK とは
VS PARK(大阪府吹田市)は、株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営するバラエティスポーツの総合施設です。超
短距離走を本気で楽しめる「ニゲキル」をはじめとした『デジタルアクティビティ』や、従来のスポーツにユニークなガジェット
を追加し遊び感覚でスポーツを楽しめる『エキストラスポーツ』、ネットやテレビで紹介された話題の“やってみたい”スポーツ
を体験できる『エキストラアクティビティ』等、25 種類以上のバラエティスポーツが体験できます。
VS PARK 公式サイト：https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/

『UNLIMITIV』公式サイト：http://www.unlimitiv.com
バンダイアパレルストア：https://p-bandai.jp/apparel/
バンダイ公式サイト：https://www.bandai.co.jp
※本プレスリリースに記載の内容は2019年10月9日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。
※画像はイメージです。
※「UNLIMITIV」はバンダイの登録商標です。
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