報道関係者各位
2015 年 2 月 16 日
一般社団法人日本二輪車普及安全協会近畿ブロック
（第 31 回大阪モーターサイクルショー2015 事務局）
イベント開催のご報告

仲間と行くと、どんどん楽しく、ぐんぐんにお得に！

藤岡弘、さんや、くまモン登場のイベントも開催

『第 31 回大阪モーターサイクルショー2015』開催
今年のテーマは「CLUB モーターサイクル」
「CLUB モーターサイクル Facebook ページ」に「いいね！」をするだけでメンバーになれる！

高校生は入場無料！
更に 18 歳～22 歳の方向けに特別割引当日入場券『若割 U22』も導入！
2015 年 3 月 20 日（金）～3 月 22 日（日）、インテックス大阪にて開催！
一般社団法人日本二輪車普及安全協会近畿ブロックは、31 回目となる西日本最大級のオートバイ総合イベント「大阪モー
ターサイクルショー」を、3 月 20 日（金）～3 月 22 日（日）の期間、インテックス大阪で開催いたします。
今年の「大阪モーターサイクルショー」は、今まで以上に若い方に来場していただきたいという思いから、高校生の入場料を無料
にし、ヤング向けの特別割引当日入場券を発売いたします。また、俳優・武道家の藤岡弘、さんをはじめ多彩なゲストをお招きし、
今までとは一味違う企画内容で開催いたします。

開催テーマは「CLUB モーターサイクル」。大阪モーターサイクルショーが、オートバイを通じて、仲間と一緒に楽しい時間を過ごし
たり、情報を共有できるクラブ活動のような「場」になりたいという思いを込めて、テーマ設定いたしました。また「CLUB モーターサイク
ル Facebook ページ」も立ち上げており、この Facebook ページを集まる場として、情報を交換したり、仲間を募ったりして、オー
トバイの楽しみを共有していただけます。
実施内容も、ニューモデル体感試乗会や藤岡弘、さんも登壇予定のバイクフォーラム、くまモンや出世大名家康くんが登場する
観光ステージなど盛りだくさん。その他、子供たちも大満足間違いなしの「キッズピットイン」や女性ライダーの方に向け、「より楽に、
より余裕をもって、より積極的にバイクにアプローチする方法」をレクチャーする「女性ライディングセミナー」など、老若男女問わず、
幅広い層に楽しんでいただけるイベントとなっております。

■開催テーマ「CLUB モーターサイクル」ついて
大阪モーターサイクルショーが、オートバイを通じて、仲間と一緒に楽しい時間を過ごしたり、情報を共有できるクラブ活動のような
「場」になりたいという思いを込めました。

誰でも「CLUB モーターサイクル」のメンバーになれる！
「CLUB モーターサイクル Facebook ページ」に「いいね！」をするだけで、誰でもメンバーになることができ、この Facebook ページ
を集まる場として、情報を交換したり、仲間を募ったりして、オートバイの楽しみを共有していただきます。
◇第 31 回大阪モーターサイクルショー2015 公式ホームページ
http://www.motorcycleshow.jp/

◇CLUB モーターサイクル Facebook ページ
https://www.facebook.com/clubmotorcycle

「CLUB モーターサイクル」メンバー特典
【特典１】
Facebook ページに「いいね！」を押したページをスタッフに見せると、毎日先着 300 名様に「オリジナル・ボンフィン（ミサンガ）」
をプレゼント！

＊デザインイメージ

【特典２】
Facebook ページに大阪モーターサイクルショーの感想を書き込んでいただいたメンバーの方の中から、抽選で毎日 100 名様に
「CLUB モーターサイクルパッケージのホットドッグ＆ドリンク」をプレゼントいたします。

「CLUB モーターサイクル」オリジナルグッズを 3 日間限定で販売
協力：㈱枻出版社
■オリジナル・マグカップ

3 日間のみ限定 200 個（各色 50 個）販売

アメリカの人気アウトドアブランド「CHUMS」の「キャンパーマグカップ」に、オリジナル印刷を施しました。
取っ手のロープには、カラビナなどを付けることができます。

価格/1,000 円（税込）

■オリジナル・マフラータオル

カラーは 4 色（各 50 個

＊デザインはイメージです。

3 日間のみ限定 200 枚販売

ツーリングに、海に、キャンプに、温泉に・・と、何かと役に立つマフラータオルです。
◇オリジナル・マフラータオルお買い上げの方を対象に、1 号館ステージ横にて、多聞恵美さんのサイン会を実施予定。（各日 12:00～12:30）

価格/1,000 円（税込） ＊デザインはイメージです。

■『第 31 回大阪モーターサイクルショー2015』 開催概要
１、期間
期間：2015 年 3 月 20 日（金）～3 月 22 日（日） 3 日間
時間：10:00～17:00
２、場所
インテックス大阪 １号館・２号館 及び 屋外特設会場
〒559-0034 大阪市住之江区南港北 1-5-102
３、出展者
国産オートバイ、輸入オートバイ、パーツ＆アクセサリー、オートバイ関連メディア、オートバイ販売店
オートバイ関連団体、観光行政団体 等 140 社・団体が出展
４、入場料
前売券 大人：1,300 円

ペア：2,200 円

当日券 大人：1,600 円

ペア：2,600 円

若割 U22（期間中 18 歳～22 歳の方限定で、特別割引当日券を販売）
1 名券：1,100 円、2 名券：2,100 円、3 名券：3,000 円、4 名券：3,600 円
＜販売場所＞インテックス大阪 2 号館入口横 臨時券売所
＊運転免許証・学生証（写真／生年月日記載）など年齢を証明できるものの提示が必要。
＊インテックス大阪チケット売場の当日券のみに適用。前売券購入時、
及び他の場所で販売している当日券には適用されません。
５、入場券販売
●主要バイクショップ
●主要バイク用品ショップ
＊上記ショップでは、お得な「ドリンク付前売券」の販売を行ないます。
＊詳しくは、公式ホームページの「ドリンク付前売券取扱店」をご覧ください。
●ローソンチケット[L コード：57800]
●セブンチケット（セブン-イレブン）[セブンコード：035-066]
●チケットぴあ（サークルＫ、サンクス、セブン-イレブン）[P コード：989-274]
●イープラス（ファミリーマート）[http://eplus.jp/]
●CN プレイガイド（セブン-イレブン、ファミリーマート） [0570-08-9999] *オペレーター対応＊10:00～18:00

■実施イベント詳細

屋外イベント
■2015 ニューモデル体感試乗会
2015 年の最新モデルを乗り比べるビッグチャンス。 気になるモデルを体感しよう！
●日時：３月２０日（金）～２２日（日）
●会場：インテックス大阪 １・２・３号館裏 特設試乗会場
●試乗時間：３月２０日（金） 10：00～16：30 受付時間 9：15～15：30
３月２１日（土） 10：00～12：00 13：00～16：30 受付時間 9：15～15：30
３月２２日（日） 10：00～12：00 13：00～15：00 受付時間 9：15～14：00
※くわしくは試乗会受付コーナーにてご確認ください。
※未成年の方は保護者の同意が必要です。
※試乗車種の排気量に合わせた免許証の提示が必要です。

＊試乗車種は、公式ホームページをご覧ください。
前回実施の模様

■トライアルデモンストレーション
目の前で繰り広げられる、迫力あるプロライダーの超絶テクニックに大興奮！
●日時：
●会場：
●時間：
●出場選手：

３月２１日（土）・２２日（日）
インテックス大阪 １・２・３号館裏 特設試乗会場
12：15～12：45
全日本トライアルＳＡ級 小川友幸選手 全日本トライアルＳＡ級

黒山健一選手

■オープニングイベント
オープニングイベントとして、大阪学芸高等学校 吹奏楽部よるオープニング演奏と、熊本県の人気キャラクター「くまモン」が皆さま
をお出迎え。大阪モーターサイクルショーの開会を華やかに盛り上げます！
●日時： ３月２０日（金） ９：３０頃～
●場所： ２号館入口ゲート前 （インテックスプラザ）
●出演： 大阪学芸高等学校吹奏楽部 くまモン

©2010 熊本県くまモン
協力 熊本県大阪事務所

前回実施の模様

ステージイベント
■バイクフォーラム
バイクの未来や、マナーと環境をみんなで考えるステージを、多彩なゲストをお招きして開催します。
●日時：

３月２０日（金） ～２２日（日） １３：００～１３：４５

●会場：

１号館内イベントステージ

●テーマ・出演：

３月２０日（金） テーマ「二輪車の今後」
出演：

経済産業省代表 自工会代表 宮城 光 多聞恵美（ＭＣ）

３月２１日（土） テーマ「マナーアップと環境」
出演：

藤岡

弘、宮城 光 多聞恵美（ＭＣ）

３月２２日（日） テーマ「モーターサイクルスポーツの未来」
出演：

小川友幸選手 黒山健一選手 多聞恵美（ＭＣ）

藤岡 弘、

宮城 光

（俳優・武道家）

（元ワークスライダー、二輪ライター）

■二輪安全・防犯ＰＲステージ
自分の身を守るヘルメットやプロテクター、愛車を守るキーロックなどをご紹介する楽しいステージを行ないます。
●日時：

３月２１日（土）

１１：００～１１：４５

●会場：

１号館内イベントステージ

●テーマ：

「ヘルメットのあごしっかり、胸部プロテクター着用で自分の身を守ろう」
「しっかりカギ掛けツーロック、バイク盗難からあなたの愛車を守ろう」

●出演：

藤岡

弘、 大阪府警察のシンボルマスコット「フーくん・ケイちゃん」 多聞恵美（ＭＣ）

■観光ＰＲステージ
ツーリングで訪れたい観光スポット情報や、素敵なプレゼントが当たるクイズ大会を、
愉快なご当地キャラクターが盛り上げます！
●日時：

●会場：

３月２０日（金） 11：00～11：20
11：20～11：40
11：40～12：00
３月２２日（日） 11：00～11：20
11：20～11：40
11：40～12：00
１号館内イベントステージ

岩手県ＰＲステージ
熊本県ＰＲステージ
プレゼントステージ（フェリーさんふらわあ）
浜松市ＰＲステージ
鹿児島県ＰＲステージ
プレゼントステージ（フェリーさんふらわあ）

©2010 熊本県くまモン

いわてわんこきょうだい

協力 熊本県大阪事務所

そばっち

©浜松市

ⓒ鹿児島県ぐりぶー・さくら＃339

■We Love Touring
ビギナーからベテランまで楽しめるトークイベント。ツーリングに役立つ情報やノウハウを、人気バイク雑誌の編集長にたっぷり語っても
らいます。これからツーリングを始めるライダーは必見です！
●日時：

３月２０日（金）～２２日（日）

●会場:

１号館内イベントステージ

１５：００～１５：３０

●テーマ：

「バイク雑誌編集長に聞く、ツーリングの魅力」

●出演：

３月２０日（金）

MOTO NAVI 編集長

３月２１日（土）

OUTRIDER 編集長

３月２２日（日）

BikeJIN 編集局長

河西啓介 「プチツーのススメ」
菅生雅文 「EASY で行こう！」
埜邑博道 「行くぞ！北海道ツーリング」

■女性ライディングセミナー
女性ライダーの方に向け、「より楽に、より余裕をもって、より積極的にバイクにアプローチする方法」をレクチャーする体験型セミナー
です。
●日時：
●会場：
●出演：
●内容：

３月２２日（日） １４：００～１４：３０
１号館内イベントステージ
小林ゆき
・立ちゴケしない跨がり方の工夫
・ニーグリップの誤解
・U ターンのとき、どこを見るか、どう身体を使うか
・疲れないためのストレッチ、疲れたときのストレッチ、鍛えるべき筋肉
・仕上げの乗り降り など

小林ゆき

■プレゼントステージ
大阪モーターサイクルショーの名物 MC 多聞恵美の司会進行によるプレゼントステージを開催。
今回も熱いゲーム大会で会場を盛り上げます！
●日時：
●出演：

３月２０日（金） ①１４：００～１４：３０ ②１６：００～１６：３０
３月２１日（土） ①１６：００～１６：３０
３月２２日（日） ①１６：００～１６：３０
多聞恵美 宮城 光（３月２０日・２１日のみ）
多聞恵美

館内イベント／コーナー
■カスタムワールド
ミニバイク～ビッグバイクまでカスタムバイクが勢ぞろい。
今回はカスタムパーツの展示も豊富でファン必見の特別展示です。
●日時：
●会場：
●協力：

３月２０日（金）～２２日（日）
１号館内
㈱プロトコーポレーション
*前回実施の模様

■ツーリングワールド
ツーリング仕様のバイクと、ツーリングギアを展示。
参加型のワークショップも行い、ツーリングのノウハウを伝授します。
●日時：
●会場：
●協力：
●ワークショップ：

３月２０日（金）～２２日（日） ①10:30～11:00 ②12:00～12:30
１号館内
ＪＲ大阪駅 ALBi
３月２０日（金） 「「MOTO NAVI CAFE in 大阪モーターサイクルショー」
出演：MOTO NAVI 編集長 河西啓介 、小林夕里子
３月２１日（土） 「バイク＋荷物＝∞（無限大）」
出演：OUTRIDER 編集長 菅生雅文 、小林夕里子
３月２２日（日） 「インカム超入門講座」
出演：BikeJIN 編集局長 埜邑博道 、小林夕里子

■自衛隊バイクがやってくる！
平和の維持と国土防衛のため、厳しい訓練を重ねている自衛隊員とバイクを間近で見ることができます。
●日時：
●会場：
●協力：

３月２０日（金）～２２日（日）
１号館内 自衛隊ブース
自衛隊第３６普通科連隊・中部方面警務隊

オートバイ
（偵察用）

■幻の白バイが登場！！
現行の白バイと、幻の白バイを展示。
最新の白バイにまたがって、写真を撮ることもできます。
●日時：
●会場：
●協力：

３月２０日（金）～２２日（日）
１号館内 大阪府警ブース
滋賀県警察本部交通部交通機動隊

オートバイ（警務用）
＊出展予定

＊出展予定

CB750P

■ナンカイ・アウトレット・バザール
有名メーカーの商品がアウトレット価格で販売されるコーナーを、今年も１号館出口付近に開設！
思わぬ掘り出し物がゲットできるかもしれない、このチャンスをお見逃しなく。
●日時：
●会場：
●協力：

３月２０日（金）～２２日（日）
１号館内出口付近
南海部品㈱

■キッズピットイン
楽しい遊具が集まるスペースで、子供たちもきっと大はしゃぎ!?
●日時：
●会場：

３月２０日（金）～２２日（日）
１号館内

■アンケート抽選会
アンケートに答えて、素敵な商品が当たる抽選会にチャレンジしよう！
●日時：
●会場：

３月２０日（金）～２２日（日）
１号館出口付近

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
【主催】一般社団法人日本二輪車普及安全協会近畿ブロック
【後援】経済産業省近畿経済産業局、国土交通省近畿運輸局、大阪府、大阪市、
（一社）全国軽自動車協会連合会、（一社）自動車公正取引協議会、（一社）日本自動車工業会、
（一財）大阪府交通安全協会、テレビ大阪
【協賛】（株）スズキ二輪、（株）ホンダモーターサイクルジャパン、ヤマハ発動機販売（株）、
（株）カワサキモータースジャパン、（一社）全国二輪車用品連合会、
（一財）日本モーターサイクルスポーツ協会、（公財）自動車リサイクル促進センター、
（一社）日本自動車連盟関西本部、大阪オートバイ事業協同組合、
近畿モーターサイクルスポーツ協会
【協力】滋賀県警察本部交通部交通機動隊、自衛隊第３６普通科連隊・中部方面警務隊

本リリースに関してのお問い合わせ先
一般社団法人日本二輪車普及安全協会 近畿ブロック
第 31 回大阪モーターサイクルショー2015 事務局 担当：岩井、平野
TEL：06-6357-2677 FAX：06-6357-2680
MAIL：omcs@t2r.co.jp

