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乗りにクル？ 会いにクル？ 

男の子も、女の子も、ビギナーも、ベテランも。関西最大級のバイクイベント！ 

『第 32回大阪モーターサイクルショー2016』開催 
今年も「CLUB モーターサイクル」をテーマに、最新モデルが勢ぞろいするバイクの祭典が開催されます。 
バイク芸人や、くまモン、CLUB モーターサイクルガール・モタ女子に会いに、仲間と一緒に GO！ 

高校生以下は入場無料！ 

更に 18歳～22歳の方向けに特別割引当日入場券『若割 U22』も継続！ 
2016年 3月 19日（土）～3月 2１日（月・祝）、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、32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 19日（土）～3月 21日（月・祝）の期間、インテックス大阪で開催いたします。 

今年も「大阪モーターサイクルショー」は、より多くの若い方に来場していただきたいという思いから、高校生以下の入場料を無料

にし、ヤング向けの特別割引当日入場券「若割U22」を販売いたします。また、バイク芸人としておなじみのレイザーラモンRGさん、

チュートリアル福田さんをはじめ多彩なゲストのステージや、「JAPAN RIDERS × ばくおん!!」タイアップステージなど、更にパワー

アップした企画が満載です。 

 

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。このテーマに基づき、レイ

ザーラモン RG さんとチュートリアル福田さんが主催する「RG ツーリングクラブ」についての楽しいトークショーや、18歳～29歳ライダ

ーが所属するバイクサークルメンバーが未来のバイクをメーカーにプレゼンする「バイク運動会」決勝ステージを実施します。     

また、CLUB モーターサイクルを応援するイメージガール「CLUB モーターサイクルガール・モタ女子」による撮影会やステージイベント

で会場を華やかに盛り上げます。 

 この他にも、最新モデルを乗り比べできるニューモデル体感試乗会や、大迫力のトライアルデモンストレーション。くまモン・ぐんまち

ゃん・出世大名家康くん・ぐりぶーたちが登場する観光ステージ。ロードレース・モトクロス・トライアルの各競技で活躍しているトップ

ライダーが大集合する「MFJ モーターサイクルスポーツステージ」。子供たちも大満足間違いなしの「キッズピットイン」、バイク談義に

花をさかせる「CLUB モーターサイクル・カフェ」など、様々なコンテンツやコーナーをご用意して、ライダーもライダーでない人も、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。 

イベント開催のご報告 



■『第 32回大阪モーターサイクルショー2016』 開催概要  

 

１、期間 

期間：2016年 3月 19日（土）～3月 21日（月・祝） 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 

オートバイ業界団体、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 満 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。 

http://www.motorcycleshow.jp/drink.html 

 

●ローソンチケット（ローソン、ミニストップ）[L コード：55900]  

●セブンチケット（セブン-イレブン）[セブンコード：042-514] 

●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：990-006]  

●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） [TEL.0570-08-9999] *オペレーター対応＊10:00～18:00 

 

＜第32回大阪モーターサイクルショー2016   オフィシャルホームページ＞ 

http://www.motorcycleshow.jp/ 

 

 

 

 

 

http://www.motorcycleshow.jp/drink.html
http://www.motorcycleshow.jp/


■実施イベント詳細 
 

 

 

 
■RG ツーリングクラブ・トークショー  presented by GOGGLE 
 
開催テーマ「CLUB モーターサイクル」のコンセプト“オートバイを通じて、仲間と一緒に楽しい時間を過ごす”ツーリングを実践してい
る「RGツーリングクラブ」のレイザーラモンRG と、チュートリアル福田充徳をゲストにお招きし、バイクを心から愛する二人による楽し
いトークショーを実施します。 
 

●日時：  ３月２０日（日）  １５：００～１５：４５ 
●会場：  １号館内イベントステージ  
●出演：  レイザーラモン RG、チュートリアル福田充徳 
    多聞恵美（ＭＣ） 

●協力：  ㈱モーターマガジン社 

 
 
■MFJ モーターサイクルスポーツステージ 
 
ＭＦＪゲストライダーと宮城光が、2015年全日本シリーズ戦やモーターサイクルスポーツの魅力について熱く語り合うトークステー
ジです。モトクロス近畿選手権チャイルドクラス上位者の激励も予定しています。 
 
 

●日時：  ３月１９日（土）～２１日（月・祝）  １３：３０～１４：００ 
●会場：  １号館内イベントステージ 

●出演：  3 月１９日（土）／■モトクロス：小島庸平選手・安原さや選手、■トライアル：藤原慎也選手、小玉絵里加選手 

3 月２０日（日）／■トライアル：小川友幸選手・黒山健一選手、 

■ロードレース：渡辺一樹選手、津田拓也選手、高橋裕紀選手 

3 月 21 日（月・祝）／■ロードレース：中須賀克行選手・津田拓也選手、■モトクロス：小島庸平選手 

宮城 光、多聞恵美（MC） 

 

＊モトクロス近畿選手権チャイルドクロス上位者の激励は、 

3月 19 日（土） 14:00～14:10 の予定。 

 

■JAPAN RIDERS × ばくおん!! ステージ 

 

一般社団法人日本二輪車普及安全協会が推進するグッドマナーJAPAN RIDERS と、 
今年 4月より TVアニメの放送がスタートする「ばくおん!!」のタイアップステージを開催致します。 
アニメ「ばくおん!!」出演キャストなどが登壇するトークショーを予定しています。 
※追加情報などは各公式 HP にて随時更新の予定です！ 
 

 ●日時： ３月２０日（日） １２：００～１２：３０ 

●会場： １号館内イベントステージ 

●出演： 上田麗奈（佐倉羽音役）、 

宮城 光（ゲストMC）、山本かほり（MC）ほか 

●協力： ばくおん!!製作委員会 

ステージイベント 

レイザーラモン RG チュートリアル福田充徳 

宮城 光 多聞恵美 

小島選手 安原選手 小川選手 黒山選手 藤原選手 小玉選手 中須賀選手 渡辺選手 津田選手 高橋選手 

レイザーラモン RG チュートリアル福田充徳 

上田麗奈（佐倉羽音 役） 



 

■「走ろう東北！ MFJ東北復興応援ツーリング 2016」冒険家・風間深志トークショー 

 

“走りのむこうに 遊びがある 学びがある”。 
世界中の極地をバイクで走破し、現在も日本全国各地でツーリングイベントを開催しているオートバイ冒険家・風間深志が、 
自らの経験をもとにオートバイに乗る”楽しさ“と“遊び方”を熱く提案するトークショー。 

 

●日時：  3 月 19 日（土）15:00～15:30 

●場所：         1 号館内イベントステージ 

●出演：   風間深志  

            多聞恵美（MC） 

●協力：  (一財)日本モーターサイクルスポーツ協会／MFJ 東北復興応援ツーリング実行委員会 

 
 
■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：    ３月１９日（土） 11：30～11：50 浜松市 PR ステージ 

11：50～12：10 熊本県 PR ステージ 
12：10～12：30 プレゼントステージ（協賛：フェリーさんふらわあ） 

３月２１日（月・祝） 11：30～11：50 群馬県みどり市 PR ステージ 
11：50～12：10 鹿児島県 PR ステージ 
12：10～12：30 プレゼントステージ（協賛：フェリーさんふらわあ） 

●会場：     １号館内イベントステージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■二輪車関連団体 PR ステージ 

 

二輪車と社会の調和を目指して活動している業界団体の取組みについて広く紹介します。 

 

●日時：     ３月１９日（土） ～２１日（月・祝） １４：００～１４：２０ 

●会場：    １号館内イベントステージ 

●出演団体： （一社）全国二輪車用品連合会、（公財）自動車リサイクル促進センター、 

           大阪オートバイ事業協同組合、大阪府警察本部、近畿運輸局自動車技術安全部 

 

■関西のバイクサークルの頂点を目指せ！ バイク運動会 決勝ステージ 
 
バイク情報番組「Like a Wind」が主催するテレビ番組企画を、大阪モーターサイクルショー会場で実施します。18歳～29歳限
定でエントリーした関西のバイクサークルが集い、２月にスポーツランド生駒で行われた予選を勝ち抜いた上位３組が「未来のオー
トバイ」をテーマにプレゼン対決！関西のバイクサークル No.1 を決定します。 
 
 

●日時：  ３月２１日（月・祝）  １５：００～１５：４５ 

●会場:  １号館内イベントステージ  
●出演：  2 月 13 日（土）スポーツランド生駒にて行われた予選を勝ち抜いた上位３組の関西のバイクサークルメンバー 

              多聞恵美（MC）、宮城 光 

●主催：Like a Wind 事務局 

©2010 熊本県くまモン 
協力 熊本県大阪事務所 

群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」

27-101092 
©浜松市 ⓒ鹿児島県ぐりぶー＃513 

風間深志 

＊写真はイメージです 



■モタ女子にチャレンジ！ 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恒例のプレゼントステージを開催します。 
今回は CLUB モーターサイクルを応援するモタ女子とのゲーム大会で賞品をゲットしよう！ 
 
●日時：    ３月１９日（土） ①１６：００～１６：３０ 

３月２０日（日） ①１１：３０～１２：００  
②１６：００～１６：３０    

３月２１日（月・祝）  ①１６：００～１６：３０  
●出演：     多聞恵美、モタ女子 
 
 
 

 

 
■2016 ニューモデル体感試乗会 
 
2016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１９日（土）～２１日（月・祝）   
●会場：    インテックス大阪 １・２・３号館裏 屋外特設会場 
●試乗時間： ３月１９日（土）     10：00～11：45、13:15～16:30  受付時間 9：15～15：30 
          ３月２０日（日）     10：00～11：45、13:15～16:30  受付時間 9：15～15：30 
          ３月２１日（月・祝）  10：00～15：00                 受付時間 9：15～14：00 

●参加メーカー  ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ、BMW、ハーレーダビッドソン 

 
※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。 

http://www.motorcycleshow.jp/event1.html 

 

 

 

■トライアルデモンストレーション 
 
全日本トライアル IAS クラスのライダーによる超絶テクニックを披露！ 
 
●日時：     ３月１９日（土）・２０日（日）  
●会場：     インテックス大阪 １・２・３号館裏 屋外特設会場 
●時間：     12：15～12：45 
●出場選手：  全日本トライアル IAS クラス  小川友幸選手 

           全日本トライアル IAS クラス  黒山健一選手 

 

■モタ女子撮影会 

 

CLUB モータサイクルを応援するモーターサイクルガール・モタ女子と一緒に写真を撮ろう！ 

 

●日時：  ３月１９日（土）   ①１１：００～１１：３０  ②１３：３０～１４：００ 

        ３月２０日（日）   ①１３：３０～１４：００  ②１５：００～１５：３０ 

３月２１日（月・祝） ①１１：００～１１：３０  ②１３：３０～１４：００ 

●場所：  西ゲートロータリー・バイク駐輪場、６号館 B 前・バイク駐輪場 

●出演：  モタ女子 

 

＊雨天の場合は、場所が変更となる場合があります。 

＊実施時間と場所は、当日配布するガイドブックやパネルでご確認ください。 

 
 

多聞恵美 

屋外イベント 

前回実施の模様 

モタ女子 

小川友幸選手 黒山健一選手 

モタ女子 

前回実施の模様 

http://www.motorcycleshow.jp/event1.html


■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、熊本県の営業部長「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１９日（土） 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 
 

 

 

 

 
■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： ３月１９日（土）～２１日（月・祝） 
●会場： １号館内  
●協力： ㈱プロトコーポレーション      

 

 

 

■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： ３月１９日（土）～２１日（月・祝） 
●会場： １号館内  自衛隊ブース 
●協力： 防衛省・自衛隊大阪地方協力本部 
 
 
 
 
 
                       

以上 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

【主催】 （一社）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 

【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】  防衛省・自衛隊大阪地方協力本部  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

館内イベント／コーナー 

オートバイ（偵察用）    

＊出展予定 

オートバイ（警務用）  

 ＊出展予定 

一般社団法人日本二輪車普及安全協会 近畿ブロック 

第 32 回大阪モーターサイクルショー2016 事務局   担当：定（じょう）、平野 

TEL:06-6357-2677   FAX:06-6357-2680 

MAIL: omcs@t2r.co.jp 

WEB SITE: http://www.motorcycleshow.jp/ 

©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 

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞ 

 

前回実施の模様 

mailto:omcs@t2r.co.jp
http://www.motorcycleshow.jp/

