海辺のメインステージ（屋外）
6日（土）

イベント＆セミナーステージ（ATCホール）

7日（日）

8日（月・祝）

10:00

6日（土）

7日（日）
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MAP

8日（月・祝）

10：30〜11：00

【Ｋ＆Ｄ】
ＭＴＢスペシャル
パフォーマンスショー
11：00〜11：20

11:00

11：00〜11：30

BMX エキサイティング
パフォーマンス
“チャリーナ”3人娘の
「girls' bike cabin」
トークショー

達人に学ぶ！
本格ロングライドのススメ

11：30〜12：00

11：30〜12：00

オトナたちに贈る、あの
時代ぼくたちの憧れだった
スーパーカーたち！

12:00

高みを目指せ！トップ
プロチームが実践する
トレーニング法をプロが
自ら徹底解説！

12：30〜13：00

【Ｋ＆Ｄ】
ＭＴＢスペシャル
パフォーマンスショー
開館 13:00

12：00〜12：30

13:00

会場

開館 13:00
13：15〜13：45

13：15〜13：45

女子こそ自転車を楽しもう！

女子の悩みレスキュー！

13：30〜13：50

BMX エキサイティング
パフォーマンス

14：00〜14：30

祝！ブエルタ２年連続完走!!
土井ちゃんスペシャル
トークライブ

14：00〜14：30

14:00

【Ｋ＆Ｄ】
ＭＴＢスペシャル
パフォーマンスショー

14：00〜14：30

とっておきのサイクリング
コースはここだ！

海辺の試乗コースは全長800m超！
！
参加ブランド140以上！
！

14：30〜15：00
15：00〜15：30

＂弱虫ペダル＂
ワールドへようこそ！

15:00

“最強”自転車芸人・団長の
「ブラウ・ブリッツェン」
合格への道 !

15：00〜16：00
15：30〜16：00

15：30〜16：30

CYCLEMODE
FLATLAND BATTLE
-BMX東西頂上決定戦-

16:00

17:00

17：00〜17：20

BMX エキサイティング
パフォーマンス

女子でもカンタン！ホイール
の外し方とタイヤ交換の
デモンストレーション

『弱虫ペダル』
チャリティー
サコッシュ販売会

16：30〜17：00

16：30〜17：00

ラクして速くなれる！？
目からウロコのとっておき
トレーニング法

初めてのスポーツバイクの
楽しみ方！ここから始まる
バイシクルワールド！

海風を感じられる試乗コースは
絶好のロケーション。
全長800mを快適に
ライディングできます。

大阪湾

（屋外テントエリア）

17：30〜18：00

18:00

ロードバイクの表記って
ムツカシイ･･･女性が教える
カタログ表記のアレコレ

屋外試乗コース
入場
ゲート

18：30〜19：00

閉館 20:00

閉館 18:00

閉館 16:00

海辺のメインステージ（屋外）
6日 13：30〜13：50 17：00〜17：20
7日 11：00〜11：20

ＢＭＸ エキサイティング
パフォーマンス
クールなパフォーマンスで観客を興
奮の渦に巻き込んでいく"BMＸ"。驚
愕の技に酔いしれよう！

＜ライダー＞田中光太郎、佐々木元、
内野恵太、吉田幸生

6日 15：00〜15：30

“最強”自転車芸人・団長の
「ブラウ・ブリッツェン」合格
への道!
“お笑い界NO.1の自転車芸人”安田大
サーカス・団長安田が、多忙な毎日の中
で、追い続けた目標であるプロチーム
の入団の夢。
その夢がついに！
？
＜ゲスト＞団長安田、栗村修

7日 14：00〜14：30

祝！ブエルタ２年連続完走!!
土井ちゃんスペシャル
トークライブ
「ブエルタ・ア・エスパーニャ」で2年
連続完走という偉業を成し遂げた土
井雪広の凱旋トークライブ！宇都宮ブ
リッツェン栗村監督と今シーズンを振
り返るトークライブを見逃
すな！
＜ゲスト＞土井雪広、栗村修

19:00

チームＮＩＰＰＯ
プロメカニックが教える
とっておきのメンテナンス術！
閉館 20:00

Feel
The
RIDE
エリア

ITM 棟

海辺のメインステージ
閉館 18:00

閉館 16:00

来場者用
臨時駐輪場

Oʼs棟南館

イベント＆セミナーステージ（ATCホール）
7日 15：30〜16：30

6日 14：00〜14：30

6日 18：30〜19：00

7日 16：30〜17：00

CYCLEMODE
FLATLAND BATTLE
-BMX東西頂上決定戦-

とっておきのサイクリング
コースはここだ！

チームＮＩＰＰＯ
プロメカニックが教えるとっ
ておきのメンテナンス術！

初めてのスポーツバイクの
楽しみ方！ここから始まる
バイシクルワールド！

＜ゲスト＞山崎敏正 シルベストサイクル 統括店長

ロードレースチーム「Team NIPPO」
のプロメカニック西 勉が、サ
イクリスト必見の愛車メンテ
ナンス術を大公開します！

ポタリング、ツーリング、ロード
レース、ダウンヒル、ダートジャ
ンプなどなど無限に広がるバイ
シクルワールドを手に入れよう！

6日 15：30〜16：00

＜ゲスト＞西 勉 Team NIPPO メカニック

＜ゲスト＞安増信暁 SPORTS DEPO
バイシクルメカニック

7日 11：30〜12：00

8日 11：00〜11：30

オトナたちに贈る、あの時代
ぼくたちの憧れだった
スーパーカーたち！

達人に学ぶ！
本格ロングライドのススメ

BMXフラットランドのナンバーワンの
座を賭け、激しい火花を散らす決戦−
それが「CYCLEMODE FLATLAND
BATTLE-BMX東西頂上決定戦-」だ！
8日 10：30〜11：00
12：30〜13：00
14：00〜14：30

【Ｋ＆Ｄ】
ＭＴＢスペシャル
パフォーマンスショー
シルク・ドゥ・ソレイユなど多くの舞台で
活躍する自転車パフォーマンスユニット
「K&D」 によるマウンテンバイクのパ
フォーマンスショー！

＜ゲスト＞有薗啓剛、守上大輔

8日 11：30〜12：00

“チャリーナ”3人娘の
「girls' bike cabin」
トークショー
女の子にとって興味津々のスポーツ
自転車を、オシャレに、可愛く楽しん
じゃおう！美容やファッションなど、女
性サイクリスト必見です！
！

＜ゲスト＞絹代、棚橋 麻衣、菊浦 啓子

京都、奈良、兵庫、和歌山など都市部か
らちょっと足を延ばすと、関
西は魅力的なサイクリング
コースの宝庫！

女子でもカンタン！ホイール
の外し方と タイヤ交換の
デモンストレーション
女性の皆さんにわかりやすくタイヤの
基礎知識からタイヤ交換にいたるまで
丁寧にレクチャーします！
＜ゲスト＞齋藤むつみ ライター

6日 16：30〜17：00

自転車ツーキニストの疋田智が、“ジュニ
アスポーツ車を”熱く語る！60
〜80年代に少年時代を過ご
したオトナたちに贈るノスタル
ジックなオヤジファンタジー。

ラクして速くなれる！？目からウロ
コのとっておきトレーニング法

＜ゲスト＞疋田智 NPO法人自転車活用推進研究会 理事

もっと速く走りたい！誰もが願うその思
いを叶えるため、経験から生み出され
たトレーニング法を大公開！
！

女子こそ自転車を楽しもう！

＜ゲスト＞山崎敏正 シルベストサイクル 統括店長

6日 17：30〜18：00

ロードバイクの表記って
ムツカシイ･･･ 女性が教える
カタログ表記のアレコレ
フレーム、コンポ、ホイールそれぞれで
ポイントとなる表記がわかってくると、
自転車がもっと身近に感じられて、すぐ
に乗りたくなっちゃうかも!?
＜ゲスト＞齋藤むつみ ライター

7日 13：15〜13：45
サイクルライフナビゲーターの絹代が、
自転車好きの女子たちのために、ボディ
メイクや美脚のHow toなど、
もっと自転車を楽しむための
コツを紹介します！

＜ゲスト＞三船雅彦

Team MASSA 監督

8日 12：00〜12：30

高みを目指せ！トッププロチー
ムが実践するトレーニング法
をプロが自ら徹底解説！

＜ゲスト＞絹代 サイクルライフナビゲーター

国内屈指のロードレース
チーム「シマノレーシン
グ」を率いる野寺監督と
畑中選手が、
トレーニング
時に心がけるポイントと
秘訣を、徹底解説します！

7日 14：30〜15：00

＜ゲスト＞野寺秀徳 シマノレーシング 監督
畑中勇介 シマノレーシング

＂弱虫ペダル＂
ワールドへようこそ！
あの大人気コミック
『弱虫ペダル』の作
者「渡辺航」氏が、サイクルモードフェス
タに登場！オリジナルチャリ
ティーサコッシュの販売会を
トークショー後にやりますよ！
＜ゲスト＞渡辺航 漫画家

※本内容は10月1日
（月）時点の予定です。変更または中止となる場合がありますので予めご了承ください。

ロングライドで早く走るためのコツ、補
給のポイントなど、達人三船雅彦が徹底
レクチャー！この秋のロング
ライドで、記録更新を目論む
猛者たち集まれ！

ATC Hall

Oʼs棟北館
入場ゲート

試乗パス発行所
大阪南港ニュートラム

トレード
センター前駅

ピックアップイベント
6日 15：00〜15：30
“最強”自転車芸人・団長の「ブラウ・
ブリッツェン」合格への道！

7日 14：00〜14：30
祝！ブエルタ２年連続完走!!
土井ちゃんスペシャルトークライブ

今や押しも押されもせぬ“お笑い界NO.1の
自転車芸人”として確固たる地位を築いてい
る安田大サーカス・団長安田。
芸人として多忙を極める毎日の中で、これま
でずっと掲げてきた目標、プロチームの入団
の夢。その夢がついに！
？
過酷なトレーニングで体を極限までいじめ、
鍛え上げ、合格のためにひたすら突き進ん
だ日々と、強力なアドバイザーたちから得た
テクニックを駆使して、万全の準備で団長が
望んだプロチーム入団テスト・
・
・
その苦難の道がこのステージで明かされる！
！

全日本選手権チャンピオンとしてナショナ
ルジャージを身にまとい、あの3大グラン
ツールの1つ「ブエルタ・ア・エスパーニャ」
で2年連続完走という偉業を成し遂げた土
井雪広のサイクルモードフェスタ凱旋トーク
ライブが実現！
怒涛の勢いでこの一年を駆け抜けた我らが
土井ちゃんが、世界のトップライダーがひし
めく大舞台での激闘を振り返るトークライ
ブは、見逃せない！
！

7日 15：30〜16：30
CYCLEMODE FLATLAND
BATTLE -BMX東西頂上決定戦BMX FLATLANDならではの迫力をMAX体
感できる決戦−それが、今回初めて開催され
る「CYCLEMODE FLATLAND
BATTLE-BMX東西頂上決定戦-」だ。
今回の大阪ステージと、11月4日(日)の幕張
メッセステージを勝ち上がった上位の選手で
「関西選抜チーム」
「関東選抜チーム」を結成
し、その東西2チームがBMXフラットランドの
ナンバーワンの座を賭け、決戦に臨む。

7日 14：30〜15：00
＂弱虫ペダル＂ワールドへようこそ！
7日 15：00〜16：00
チャリティーサコッシュ販売会
千葉にある高校の自転車部を舞台にした人
気コミック
『弱虫ペダル』
の作者「渡辺 航」氏
がサイクルモードフェスタに登場！
アニメやゲームを愛するオタクな主人公が、
ふとしたきっかけから自転車の才能に目覚
め、仲間とともに成長してゆく姿を描く熱血
スポーツ漫画 ー 年間6,000kmをロード
バイクで走破するほど自転車を愛する氏が、
『弱虫ペダル』
を通じて伝えたいこととは！
？
『弱虫ペダル』
ファンは必見だ！

8日 13：15〜13：45

女子の悩みレスキュー！
自転車に乗っていて、悩んでいること
はありませんか？日焼け、サドルなど
の痛み、スキンケアやヘアケアなど、
女子のお悩みを解決しちゃおう！
＜ゲスト＞絹代 サイクルライフナビゲーター

©渡辺 航

＜ゲスト＞団長安田、栗村修

＜ゲスト＞土井雪広、栗村修

＜出場ライダー＞木場 慎一、田邉 泰志、内野 恵太、
新出佳弘、笹川 史哉、吉村 知晃

＜ゲスト＞渡辺航
漫画家
『弱虫ペダル』
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入口

パナソニック
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特殊車

試乗コース
テレビ
大阪
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メガネの 笠倉
アイガン 出版社

全日本実業団
自転車競技連盟（JBCF）

ラ
出イ
版ジ
ン
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凪
Speed
Project

ウベックス
スポーツジャパン

プロショップ
ナビゲート＆
相談コーナー

esr
Magnesia

飲食・休憩
コーナー
Jamiras

プレザント

（ドリンク・
唐揚丼etc）

BMX
レッスンゾーン

※10月8日（月・祝）は

サイクリー 日本トライアスロン連合

自転車産業振興協会
技術研究所

クラブ 和歌山県・紀の川エリア
シルベスト 観光サイクリング
推進協議会

グアム
ロングライド2013

W・C

SEV

チーム
キープレフト
エー
ゼット

テレビ
R×L
大阪 SOCKS

東商会

パナソニック
ポリテクノロジー
BE・ALL

GARNEAU

BH

江崎
グリコ

KONA

奈良県
本州四国連絡
高速道路

輪の国びわ湖
推進協議会

プレールの
やきたて
メロンパン

COIDECO

出口

FEEL The RIDEエリア
メインステージ

試乗コース出口

サイクルモード
アンケート
インターマックス
コーナー

休
憩
室

イベント&
セミナー
ステージ

DE
ROSA

試乗はしたい！でもスポーツ自転車に乗ったことが
ないし、ギアチェンジやブレーキのかけ方も分から
ない・
・
・そんなアナタは試乗する前にこのコーナー
へ立ち寄ろう。
ここでは、ヘルメットのかぶり方から自転車の乗り
方、降り方、自転車の種類と違い、ギアチェンジや
ブレーキングまでを丁寧にレクチャー。これでバッ
チリ！安心して試乗をお楽しみください！

これから自転車を買おうと思っている方、自転車通
勤だけじゃ物足りない方、もっと深く自転車を楽し
みたい方などなど･･･ 初心者からコアなファンま
で、アナタの疑問にプロショップのスタッフがお答
えします！

6 日（土）

7 日（日）

10：00〜11 ：00

11：00〜12 ：00

11：00〜12 ：00

12：00〜13 ：00

13：00〜14 ：00

自分に合った自転車選びのポイントは？
何に気をつければ良い？
たくさんあるブランドの
数々…どこが、どうなの？
今年のトレンド“オスス
メ”グッズを教えて！
！

いったい、何から始めれ
ば良いかわからない…

14：00〜15 ：00

フリー試乗タイム
15：00〜16 ：00

おすすめのレースや
ロングライドイベントは？

自転車通勤だけじゃ物足りない…
もっと色々な楽しみ方を教えて！

ウィーラー
スクールキッズ
16：00〜17 ：00

フリー試乗タイム

10：00〜11 ：00

フリー試乗タイム

フリー試乗タイム

ウィーラー
スクールキッズ

8 日（月・祝）

フリー試乗タイム

ウィーラー
スクールキッズ

例えば･･･

サ
イ
クカ
ルワ
サシ
プマ
ラ
イ

esr
Magnesia
凪
Speed
Project

ピナレロ
ジャパン

13：00〜14 ：00

ウィーラー
スクールキッズ
14：00〜15 ：00

フリー試乗タイム

ウィーラー
スクールキッズ
12：00〜13 ：00

10:00

6 日（土）

13：00〜14 ：00

14：00〜15 ：00

フリー試乗タイム

12:00

閉館 18:00

：00
：00
：00
：00

15 ：00〜16 ：00
13 ：00〜14 ：00
13 ：00〜14 ：00

12：00〜13 ：00

13:00

14:00

14：00〜15 ：00
14：15〜15 ：00

BMXスクール

BMX東西頂上
決定戦
公開練習

BMXレッスンゾ ーン
6日 14 ：15〜15 ：00
7日 12 ：00〜13 ：00

BMXスクール

16：00〜16 ：45

BMXスクール

閉館 16:00

：00〜14
：00〜12
：00〜16
：00〜12

BMXスクール

16:00

16：00〜17 ：00

フリー試乗タイム

6日 13
7日 11
15
8日 11

楽しいのはオトナだけじゃない！元気なキッズたちも充分楽し
めるエリアが、お馴染みブラッキー中島先生のウィーラース
クールゾーン。

11:00

15:00

15：00〜16 ：00

ウィーラー
スクールキッズ

7 日（日）

キッズコーナー/ウィーラースクール

ウィーラースクールキッズ

フリー試乗タイム

ウィーラー
スクールキッズ

救護室

information

BMXレッスンゾ ーン

16：45〜17 ：30

17:00

閉館 20:00

ブリヂストン
サイクル

運営本部

キッズコーナー/ウィーラースクール

プロショップ ナビゲート＆
相談コーナー

東
商
会

シマノ

入口

試乗前レッスンコーナー

アキ
ジェイピー コーポレーション
スポーツグループ

試乗コース入口

W・C

実施しません。

ダイアテック
プロダクツ

BMXスクール

閉館 20:00

閉館 18:00

16 ：00〜16 ：45
16 ：45〜17 ：30

BMXを楽しみながら学べるスクールが、Feel The RIDEエ
リアに登場！
みんなの視線を釘付けにしちゃうトリッキーでアクロバティッ
クな技には、やってみなきゃわからない魅力がいっぱい詰まっ
てる。BMXを自在に操り、トリッキーでクールな技を決めるフ
ラットランドは、BMXフリースタイルのジャンルのひとつです。

※本内容は10月1日（月）時点の予定です。変更または中止となる場合がありますので予めご了承ください。
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