
 

 

2012 年 9 月 

 
10 月 3 連休は大阪南港が自転車の一大フェスティバルに！ 

サイクルモード フェスタ 2012 in OSAKA 

10 月 6 日（土）・7 日（日）・8 日（月・祝） 大阪南港 ATC にて開催 

ブエルタ完走の土井雪広選手、『弱虫ペダル』作者の渡辺航先生の出演が決定！ 
 

今年初開催の「サイクルモードフェスタ 2012 in OSAKA」は、本格的な行楽シーズンを迎える 

10 月 6 日（土）～8 日（月・祝）に大阪南港ＡＴＣにて開催します。 

 

日本最大のスポーツ自転車イベント“サイクルモード”の名前を冠した本イベントは、世界各地で支持されてい

るスポーツバイクブランドをはじめ、レースシーンで活躍するフレームやパーツ、サイクリストを鮮やかに彩る

最新ウェアや機能性に優れたバッグなど自転車関連のあらゆるアイテムを会場内に展示し、大阪湾を臨むロ

ケーションの中で最新モデルの自転車に試乗できる特設コースも大々的に展開。 

昨今の自転車ブームの中、多くの著名人が自転車に乗り始めたことで、そのブームはさらに大きなムーブメン

トとして一層の盛り上がりを見せています。サイクルモードフェスタの野外ステージでは、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選手のトークショーをはじめ、屋内ステージでは漫画

ファン・自転車ファンなど多くの人から支持されるロードレース漫画「弱虫ペダル」作者の渡辺航トークショーを

行います。また、渡辺先生が東北地方復興支援活動の一環として制作した「弱虫ペダル」オリジナルサコッシ

ュの販売会を実施します。 

「オシャレな自転車に乗りたい！」「今の自転車に合うかわいい・かっこいいアイテムないかな？」「もっと速く！

もっと遠くへ！」 そんなサイクリストの想いを乗せて、スポーツバイクの魅力を余すことなく発信する自転車総

合エンターテインメントショー、それがサイクルモードフェスタです。 

報道関係各社様におかれましては、是非とも本イベントをご取材いただきますよう何卒宜しくお願い申し上げ

ます。 

 

★会場へ取材にお越しいただく際は、別添「ＰＲＥＳＳ/取材 事前申請書」を広報窓口へＦＡＸいただき、 

申請書原本を会場へご持参ください。 

★取材時間：10 月 6 日（土）12：00～20：00 / 10 月 7 日（日）9：00～18：00 / 10 月 8 日（月・祝）9：00～16：00 

 

 

【開催概要】 
名    称  ：   「CYCLE MODE フェスタ 2012 in OSAKA」 （呼称：サイクルモードフェスタ 2012 大阪） 

会    期  ：   2012 年 10 月 6 日（土）～8 日（月・祝） 

              6 日（土）   /13:00～20:00 

              7 日（日）   /10:00～18:00 

              8 日（月・祝）/10:00～16:00 

会    場  ：  大阪南港ＡＴＣ（〒559-0034 大阪市住之江区南港北 2-1-10） 

入 場 料  ：  前売り 1,000 円、当日 1,200 円（高校生以下無料） ※学生証の提示が必要 

     ※チームキープレフト会員無料。会員証と本人確認ができるもの（免許証・保険証など）の提示が必要。 

主    催  ：  テレビ大阪、アイ・ティ・ピー、アジア太平洋トレードセンター 

後    援  ：  経済産業省、国土交通省、大阪府、大阪市、堺市、（財）自転車産業振興協会、 

（財）日本自転車普及協会、（社）自転車協会、（財）日本サイクリング協会、（財） 

日本自転車競技連盟、（社）日本トライアスロン連合、日本マウンテンバイク協会、 

大阪商工会議所、（財）関西・大阪２１世紀協会、日本経済新聞社大阪本社 

公 式 ＨＰ：  http://www.cyclemode.net/festa2012/  

一般問合せ先：サイクルモード事務局 TEL:06-6947-0284 

 

【報道関係者からのお問合せ先】 
CYCLE MODE 広報窓口(㈱G マーケティング内） 

担当： 服部 / 島田  Tel：03-5537-3099 Mobile：090-6937-8119（服部） Fax：03-5537-3090 

Mail： cyclemodepress@gmarketingjapan.jp 

PRESS RELEASE



■野外メインステージ イベント情報 

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 

7 日（日） 14：00～14：30 

     

 

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！！ 

 

“最強”自転車芸人・団長の 

「ブラウ・ブリッツェン」合格への

道！ 

6 日（土） 15：00～15：30 

     

 

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！？ 

栃木県宇都宮市に拠点を置く地元密着型プロチーム・宇都宮ブリッツェンの下部組

織、「ブラウ・ブリッツェン」― 

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！！ 

 

【Ｋ＆Ｄ】 ＭＴＢ 

スペシャルパフォーマンスショー 

8 日（月・祝） 10:30～11:00 

        12:30～13:00 

        14:00～14:30 

 

 

 

 

 

シルク・ドゥ・ソレイユやマッスルミュージカル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。 

彼らにとって越えられない場所はないのでは？と思うほどの想像を超えたパフォーマ

ンスは、手に汗握ること間違いなし！ 見ているあなたもいつの間にか参加しているか

も！？ 

出演者（左から）：守上大輔、有薗啓剛 

CYCLMODE FLATLAND BATTLE 

-BMX 東西頂上決定戦- 

7 日（日） 15:30～16:30 

 

BMX フラットランドならではの迫力を 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-」。この『サイクル

モードフェスタ 2012 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、幕張メッセで最終決戦に臨みます。関

西選抜チームの行方は！？ 

関西ステージ 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 

“チャリーナ”３人娘の 

「girls’ bike cabin」トークショー 

8 日（月・祝） 11：30～12：00 

 

女の子にとって興味津々のスポーツ自転車を、気軽に、オシャレに、しかも可愛く

楽しもう！まさに「女の子による、女の子のための」トークライブを海辺のメインステー

ジで実現！“チャリーナ”のリーダー格であるサイクルライフナビゲーター・絹代をはじ

め、ラジオ DJ の棚橋麻衣、タレントの菊浦啓子の 3 人が、海風が吹く気持ち良い空間

をガールズ・カラーに染め上げます。 

美容やファッションなどなど、女性サイクリスト必見のスペシャルライブショーです。 

出演者（左から）：絹代、棚橋麻衣、菊浦啓子 

 

栗村 修 

（宇都宮ブリッツェン 

監督） 

土井 雪広 

（アルゴス・シマノ 

所属） 

栗村 修 

（宇都宮ブリッツェン 

監督） 

安田大サーカス 

団長安田 



 

■セミナー＆イベントステージ（ATC ホール内）情報 

「弱虫ペダル」ワールドへようこそ！ 

7 日（日） 14：30～15：00 

ﾁｬﾘﾃｨｰｻｺｯｼｭ販売会 15:00～16:00 

 

 

 

 

千葉にある高校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 

― 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！ 

女子こそ自転車を楽しもう！ 

7 日（日） 13：15～13：45 

 

 

 

サイクルライフナビゲーターの絹代が、自転車大好きな女子たちのため

に、もっと自転車を楽しむためのコツをお話します。 

余分な体脂肪を落とし、カラダをキュッと引き締めるボディメイクや美脚の

How to、疲れを残さないコツ、ライド後のボディケア etc… 

 また、女子におススメできるアイテムも紹介します。 

 

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！ 

8 日（月・祝） 12:00～12:30 

 

35 年以上の伝統を誇る国内屈指のロードチーム「シマノレーシング」を率

いる野寺監督と、エースとしてチームを牽引する畑中選手が、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！“高回転スプリント”

や“低回転高付加でのパワートレーニング”をローラー台で実践している

姿を見られる機会なんてそうありません！また、レースで実は重要な“スト

レッチ”についても、スタート前、自転車を降りた状態、レース中バイクに乗

りながらといった様々な場面を想定して、丁寧にレクチャーしちゃいます。 

秋からのレースで記録更新を狙っている皆さん！必見です！ 

 

 

 

女子の悩みレスキュー！ 

8 日（月・祝） 13：15～13：45 

  

 

 

 

自転車に乗っていて、悩んでいることはありませんか？ 

サイクルライフナビゲーターの絹代が、女子が持ちがちな悩みについてお

話します。 

サドルなどの痛み、日焼け、スキンケアやヘアケア、メイクやヘアスタイ

ル、自転車旅の運搬、荷物の持ち方、補給などなど。 

みなさんからの質問も受け付けますよ。 

 

 

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 

6 日（土） 15:30～16:00 

 

サイクルモード発の女性サイクリスト応援プロジェクト“girls’ bike cabin”。

この公式サイトで「自転車良品」の連載を持つ齋藤むつみが、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！ 

「タイヤ交換が苦手で…」「パンク修理はいつもショップで…」なんて人に

は、女性目線で教えてくれるこのデモンストレーションを見れば「タイヤの

取り外しとチューブ交換はじつは簡単だったんだ」といった発見がきっとあ

るはず。 

 

 

 

 

 

渡辺 航 

（漫画家「弱虫ペダル」） 

絹代 

（サイクルライフ 

ナビゲーター） 

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 

所属） 

絹代 

（サイクルライフ 

ナビゲーター） 

齋藤 むつみ 

（ライター・編集者） 



■その他・コンテンツ情報 

『弱虫ペダル』 サイクルモード限定サコッシュをチャリティー販売 

週刊少年チャンピオン連載中で、コミックス売上300 万部を突破した今最も熱

い少年漫画「弱虫ペダル」。ロードレースという自転車競技を題材にし、男女

問わず漫画ファン、自転車愛好家など多くの人から支持を集めている『弱虫

ペダル』の作者 渡辺航さんがデザインしたオリジナルサコッシュを、東北地

方復興支援活動の一環として、なんとチャリティー販売することが決定！ 

渡辺先生スペシャルトークショー後に会場で限定販売します。 

10 月 7 日（日） 15：00～16：00 

大好評！キッズエリア 「ウィーラースクール」 

“スラローム”や“一本橋”をゲーム感覚で楽しく体験するうちに、正しい自

転車の乗り方が自然にマスターできちゃう！元気なキッズたちが楽しみな

がら学べるベルギー発祥のプログラムを、ブラッキー中島先生が教えてく

れる大人気のキッズスクールです。笑顔があふれるスクールをわが子に

体験させてみては？ 

ＢＭＸスクールゾーン 
BMX を楽しみながら学べるスクールが、屋外テントエリアに登場！ 

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、 

やってみないとわからない魅力が詰まっています。 

BMX フラットランドとは？ 

小型ホイールを持つ自転車"BMX"はオフロード・レース用として誕生。 

その 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。 

マナーアップ・交通ルール遵守啓蒙ブース「TEAM KEEP LEFT」 

4 年目に突入したチームキープレフトプロジェクトは、今年もあらゆる企

画を通して、交通ルール遵守とマナーアップの輪を伝播していきます。

さらに、会員証を提示すれば入場がなんとフリーパスに！ほかにも特

別価格でキープレフトグッズを購入できたりと、いろんな特典が盛りだ

くさんです。 

＜TEAM KEEP LEFT 公式サイト：＞ www.teamkeepleft.net 

girls’ bike cabin 女性限定ライドツアー「自転車でＦＥＳＴＡへ行こう！」 

大阪・梅田をスタート地点に、大阪南港 ATC までツーリングする女性限定

のツアーを企画。参加者同士でコミュニケーションを図りながらいつもと違

うツーリングを楽しめます。もちろんプロショップのスタッフも同行するので、

ちょっとしたトラブルが発生しても安心。１人ではなかなか行けないツーリン

グもみんなで行けば楽しさが倍増！会場に到着後はみんなでランチ！さら

にお得な女性向けのセミナーなどなど充実の内容です！ 

 

屋外テントエリア 飲食出展ブース 

展示ホールを回って、試乗を存分に楽しんだ後は、おなかもペコペコに・・・

屋外テントエリアでは、あの花畑牧場とやきたてメロンパンがコラボレーシ

ョンした『生キャラメルメロンパン』やフランクフルト・唐揚げ丼などアナタの

おなかを満たしてくれるメニューがいっぱいです。 

 


