2020
国内外二輪メーカー2020年最新モデル多数展示
新車・中古車 ライディンググッズ 展示商談会
バイク関連業界「中の人」
の方々によるトークショーや
恒例の
「プレゼント争奪じゃんけん大会」
も開催！

入場無料!

イベントMC

令和２年２月29日
（土）
・３月１日
（日）
10:00〜16：00
ご存知
「Hokkaider」

「小原 信好」
さん

岩手の
「女装家ライダー」

「岩手 蛍」
さん

滝沢市交流拠点複合施設「ビッグルーフ滝沢」

主催：IWATEモーターサイクルフェスタ運営事務局
㈲モトワークス・㈱クボトラ・㈱モトスペース・㈱花巻オート・㈲ライディングビレッヂ・㈱ギヤ

特別共催：㈲スナダオート仙台

岩手県滝沢市下鵜飼1番地15（滝沢市役所前）

協賛：ハーレーダビッドソンジャパン
（株）
・
（株）
カワサキモータースジャパン

ヤマハ発動機販売（株）
・BMWジャパン・BRPジャパン
（株）
・
（株）
スズキ二輪

（株）
ボラリスジャパン・
（株）
エフエム岩手

後援：岩手日報社・テレビ岩手・岩手テレビ朝日・岩手めんこいテレビ・IBC岩手放送
協力：
（株）
オフィスタンクバッグ・小原信好・出光イーハトーブトライアル大会「Team-Ihatove」
そのだつくし・みちのく記念館・岩手 蛍

順不同／敬称略

2020

出展企業・展示内容のご紹介

※諸事情により変更となる場合もあります

モーターサイクル

ライディンググッズ・アパレル
●クシタニ 仙台

スナダオート仙台
Ducati 新車

・ V4・Panigale ・ DIAVEL 1260 ・ MONSTER 1200/821 ・ MULTISTRADA 1260

・ Hypermoterd 950SP ・ 959Panigale ・ SCRAMBLER ・ SUPER SPORT ・ X DIAVEL

ハーレーダビッドソン岩手
Harley-Davidson 新車

・ FLHTCUTG トライグライドウルトラ・ FXFBS ファットボブ 114 ・ FLRT フリーウィラー

・ FLHXS ストリートグライドスペシャル ・ FXBB ストリートボブ ・ FXBRS ブレイクアウト114
・ FXDRS FXDR114 ・ XL1200NS アイアン1200 ・ XL883N アイアン８８３
他、特選中古車・純正アパレル等

ライディングウェア・オリジナルグッズ他

●MaxFritz 仙台

●アルファパーツ

●EVES 引田時計店

●Master Lock with 虹色屋

ライディングウェア・ライディンググッズ他

KENTEXライディングウォッチ Moto-R他

●エヌエー 盛岡営業所
ヘルメット・ライディンググッズ他

●MSPトレーディング

BMWモトラッド Kubotora

ライディングウェア・ライディンググッズ他

BMW Motorrad 新車

・ R1250 GS Adventure ・ R 1250 GS ・ R 1250 RS ・ R 1250 R
・ F750 GS ・ G 310 GS ・ G 310 R ・ S1000 RR
他、特選中古車・純正アパレル等

カスタムモーターサイクル
●日本BEET工業

カワサキ プラザ盛岡

カスタムマシン・カスタムパーツ展示

・ Ninja H2 SX SE+ ・ Ninja ZX14R Final ・ Z 900 (2020 NEW) ・ Ninja 650 (2020 NEW)

カスタムマシン・カスタムパーツ展示

KAWASAKI 新車

・ Ninja ZX 10R ・ Ninja ZX 6R ・ Z 900 RS ・ W 800 ・ Ninja 400 ・ KLX 230
他、純正アパレル等

モトスペース ウインディ
Yamaha 新車・中古車

・ SEROW 250 Final Edition ・ NIKEN GT ・ NIKEN ・ MT-10 SP ・ MT-07 ・ SCR
・ SR 400 ・ Tricker ・ YZF-R25 MonsterEnargy Yamaha MotoGP Edition

・ Cygnus X MonsterEnargy Yamaha MotoGP Edition ・ Tracer (2018MODEL 特別価格車）
・ SR400 (2018MODEL 特別価格車）・ Touring Serow (2018MODEL 特別価格車）
・他、
ライディンググッズ他

花巻オート

●ニューゲート

飲食物販売
●珈琲・うつわ わたなべ

コーヒー・ドリンク類

・ KATANA ・ V-Strome 650 ・ SV 650 X ・ V-Strome 250
他、SUZUKIグッズ・アパレル等

米飯・パン・汁物

・ Scout 100th Anniversary Edition ・ FTR 1200 S RaceReplica ・ Roadmaster
・ Scout Bobber Twenty ・ Chieftain DarkHorse ・ Springﬁeld Dark Horse
他、純正アパレル等

●キッチンカー fu-go

クレープ・ドリンク

●永吉弥

コロッケ・メンチカツ販売

・ RyKer Rally Edition

トークショー ゲストトーカーのご紹介

※諸事情により変更となる場合もあります

渡邊 健心

Kenshin Watanabe

株式会社 日本ビート工業 常務取締役
BEET Racing代表として全日本ロー
ドレース選手権及びアジア選手権を転戦。
2015年よりKawasaki Team
GREENチーフメカニックとしてレース現
場に随行。
2019年の鈴鹿８時間耐久レースでは
カワサキファクトリーチームの一員とし
て参加。
歴史に残る激動のレース経過について、
貴重な体験をお話し頂きます。

室井 聡

Satoshi Muroi

ポラリスジャパン株式会社マーケテ
ィングマネージャー
2011年、半世紀ぶりに蘇ったアメ
リカ最古の歴史を持つブランド
「イン
ディアン」
その歴史と伝統を受け継いで誕生
したインディアンモーターサイクル最
新モデルの革新的な技術とデザイン
の魅力を熱く語ってくれる…はずです。

武藤 昇

Noboru Mutou

平野 司

Tsukasa Hirano

BMW モトラッドジャパン東日本リ
ージョンマネージャー。
1990年代から
「ボクサートロフィ
ー」
の幹事を務めるなど、BMWによ
るアマチュアレースの陰の功労者で、
もて耐G310R参戦者の支援やネオ
スタG310クラスを開催するなど、
G310のモータースポーツ活動を盛
り上げている中心人物。
アマチュアロードレースの楽しみ方
についてお話し頂きます。

BMW モトラッドジャパンアフター
セールステクニカルマネージャー。
鈴鹿8耐を始めとするBMWモトラ
ッドのレースシーンはもちろん、
バイク
専門誌上でも活躍する
「テクニカルマ
イスター」。
BMWが採用する独自機構の特徴
やライダーにもたらすメリットなどを
分かりやすくお話し頂きます。

SIMPSONヘルメット・SHMヘルメット他

写真集・グッズ販売
●Hokkaider 小原信好

写真集
『Hokkaider』
シリーズ・オリジナルグッズ他

オリジナルグッズ販売

●マルツ工房

オリジナルプリントウェア・オリジナルグッズ他

●家内制手工房

オリジナルプリントウェア・オリジナルグッズ他

●グリップ商事

MOTULオイル・ケミカル・オリジナルグッズ他

肉まん・ポテト

●ゴウちゃんのコロッケ屋

Can-Am Spyder新車

●モンタナモーターサイクルズ

●MoGuMoGuキッチン

肉串焼き・チャウダー・煮込み

クボトラ

著名ピンスライパーVEATON氏による実演販売

モーターサイクルタイヤ・チェーン他

ポテト・おにぎり・ひっつみ

Indian Motorcycle新車

バイクセキュリティグッズ展示・販売

●ちゃんこ太五郎

●アクセルドリーム

ライディングビレッヂ

オリジナルライディンググッズ他

パーツ ・ ケミカル

●ATO

ちゃんこ・ラーメン・煮込み

SUZUKI 新車

●HYOD 仙台

ライディングウェア・ライディンググッズ他

小原 堅斗

Kento Obara

花巻れーしんぐ所属レーサー。
全日本スーパーモト S1オープンクラ
ス2019シーズン全日本チャンピオン。
4歳より本格的にモトクロス競技を
開始し、
２０年超の戦歴を誇る２６歳。
昨シーズンより本格参戦した全日本
スーパーモト選手権において、
いきな
りチャンピオンの座を獲得。
岩手を拠点に活動する期待のレー
サーに今シーズンの意気込み等をお
話し頂きます。

小原 信好

Nobuyoshi Obara

北海道ツーリングシーンの絶景写真
集「Hokkaider」
や
「ツーリングマップ
ル北海道」
の取材担当カメラマンとし
て知られる、通称「クマさん」。
今回は
「大人のための北東北エリア
マガジン
『rakra』」
で連載中の
「乗りノ
リでいこう！」
での取材エピソードを中
心に、北東北の絶景ロードやツーリン
グスポットのお話をして下さいます。

●テクノイルジャポン
●シュアラスター

ワックス・洗車ケミカル他

その他
●出光イーハトーブトライアル大会
大会資料展示・スタンディング体験他

●みちのく記念館withそのだつくし

ノスタルジックバイク展示・オリジナルグッズ他

INFOMATION
ご紹介のゲストの他にも、
出
展各社の方々によるトークショ
ーや、商品実演等のステージイ
ベントを開催予定です。
また、
トークショーに合わせて
主催・協賛各社よりご提供頂い
た豪華商品やノベルティの争奪
じゃんけん大会なども予定して
おります。
開催時間等につきましては
webサイト・会場内にて告知致
します。

