開 催 要 項
2018 年２月７日
大会名

2018 Motorada Free Ride & ADVENTURE TOURING

開催日

2018 年 5 月 4 日・5 日

開催地

アサマレースウェイ

群馬県嬬恋村

https://goo.gl/maps/TTgaybJTG1H2
上信越自動車道 薄い軽井沢 IC から 45 分ほど、約 25km
主

催 Motorada ADVENTURE TOURING / JEC プロモーション

協

力 Strange Motorcycle・木下電機

事務局・参加申込受付
JEC プロモーション
〒243-0201 神奈川県厚木市上荻野 3683-20
TEL.

046-205-0874

FAX.

046-265-0010

E-MAIL:info@jecpro.jp

５月４日

ADVENTURE BIKE School

Strange Motorcycyle の和泉拓氏と、Vee Rubber 輸入販売元の木下氏の
ADVENTURE BIKE School です。
２つのクラスに分かれてのライディングスクールです。
講師紹介
和泉拓氏：
国内トップクラスのエクストリームライダー。
モタード創世期よりトップライダーとして参戦。現在は全日本エンデューロ選手権に参戦
しながら海外ハードエンデューロレースにも精力的に参戦。
宮城県仙台市でバイクショップ「ストレンジモーターサイクル」を経営。
木下淳氏：
浅間レースウェイの高速コーナーに魅せられ、アサマファンライド創世期から参加を続け
ている。スピードの出るダートバイクが大好き！小排気量車からビッグオフローダーまで
どんなバイクとも仲良くなるのが得意。
募集人員
参加条件
参加費用

: 定員 20 名
： 参加車両は排気量５００㏄以上のオフロード走行可能な車両に限る
: ￥10.000/1 名 （税抜）

５月５日

Motorada Free Ride & ADVENTURE TOURING

参加費用
試乗会とフリー走行・ADVENTURE TOURING（コマ図ツーリング）
早期割引料金（3 月 8 日までにお申込みの方）

：\6,500/1 名(税抜)

通 常 料 金 （3 月 9 日以降にお申込みの方） ：￥8,000/1 名(税抜)
ADVENTURE BIKE School 参加の方（*1）

：￥5,000/1 名(税抜)

（*1）5 月 4 日の ADVENTURE BIKE School 参加の方は割引料金 5000 円となります。
試乗会・フリー走行・ツーリング参加者は別途保険代¥500 が必要
ADVENTURE TOURING 参加者は、試乗会参加者に限る。
※ADVENTURE TOURING（コマ図ツーリング）は 5 月 4 日から走行可能です。
但し、お渡しするコマ図は 1 種類のみですので予めご了承ください。
5 月 4 日はフリー走行、試乗会は出来ませんのでご注意ください。
注意 : 払い込みを行ったエントリー費は不可抗力によりイベントが開催されなかった場合を除いて返還されな
い。イベントが開始前に中止された場合には振込手数料を差し引いた金額が返還される。
装備品（ヘルメット・グローブ・ブーツ・プロテクター等）の貸し出しはございませんので、各自ご用意
の上お越しください。
オフロード走行に適さない装備と判断された場合走行をお断りする場合がございます。ご了承ください。

ADVENTURE TOURING
嬬恋村周辺を新設された魅力あふれるコースをコマ図を使ってツーリングしていただきます。
コマ図初心者の方でも安心な、分かりやすいコマ図を作成し、安心・安全・快適なツーリ
ングを楽しんでいただけます。
コースレイアウト：大和芳隆
ADVENTURE TOURING 参加は自車両での参加となります。
ADVENTURE TOURING 参加は、試乗会エントリーの方に限らせていただきます。

5 /5 試乗会

※試乗車は予定のため変更になる可能性がございます

試乗のみ参加も可能です。

参加料金：3,540 円（保険料込）

●装備品（ヘルメット・グローブ・ブーツ・プロテクター等）の貸し出しはございませんので、各自ご用
意の上お越しください。
オフロード走行に適さない装備と判断された場合走行をお断りする場合がございます。ご了承ください。
●試乗会のみ参加でお申込みをされた場合はご自身、ご友人のバイクでの走行はできません。試乗車で試
乗コースの走行のみとなります。

試乗車両
KTM / フロンティア 試乗車両：690ENDURO R

/ 1090ADVENTURE R

BMW / M.S.C HARA 試乗車両：RnineT UrbanGS
展示車両：R1200GS RALLY STYLE GS Trophy2018 仕様
HONDA

試乗車両：アフリカツイン CRF1000L DCT/CRF250RALLY 6 速 MT

ツアラテック

試乗車両：R1200GS（ツアラテックサス装着）/X-ADV（ブロックタイヤ仕様）

＜B+COM（ビーコム）スクール＞
参加料金：1,500 円（3 周走行）参加料金は当時受付にてお支払いください。
インストラクターが伴走し、走りながらリアルタイムでレクチャーを受けられるマンツーマンの
スクールです。
・ブレーキングやアクセルを開ける場所をピンポイントで覚えられる
・解説付きのお手本が実際に走りながら間近で見られる
・すぐ後ろから指摘されるので、フォームや乗る位置（重心）の修正が容易にできる
インカムを使用したスクールならではのメリットを体感してみませんか？
＜参加条件＞
B+COM（ビーコム）スクールは＜ 2018 Motorada Free Ride & ADVENTURE TOURING
＞にエントリーしている方が対象です。
B+COM（ビーコム）スクール単体ではご参加いただけません。
ユーザー特典：B+COM ユーザーに限り、定員をオーバーした場合でもスクールが受講できます。
※B+COM ユーザーの方も参加料金 1500 円が掛かります。
開催日：5 月 5 日（土曜日）
開始時刻：
午前の部 9:30 スタート（以後 20 分刻み・9:30・9:50・10:10・10:30･10:50・11:10）
、
午後の部 13:30 スタート（以後 20 分刻み・13:30・13:50・14:10・14:30・14:50・15:10）
募集人数：12 名（午前 6 名、午後 6 名）
エントリー期間：4/23（月）20：00 から 4/27（金）まで
参加お申込みは下記 URL から
https://wp.me/p7pDIX-1rP

＜お弁当の注文受付について＞
日曜日はイベント会場に飲食の出店がございませんので、お弁当の配達をお願いしました。
参加者の方もご注文いただけますので下記からお申し込みください。
お弁当代は当日のお支払いで結構です。お釣りの無いようにお願いいたします。
お弁当は下記の 4 種類からお選びください。
（お弁当にはお茶が付いています。）
・焼肉弁当
——————————————– 750 円（税込み）
・から揚げ弁当
——————————————– 750 円（税込み）
・豚カツ弁当
——————————————– 800 円（税込み）
・ハンバーグ弁当
——————————————– 850 円（税込み）
お弁当は参加申込フォームからご注文願います。
但し、4 月 17 日以前にすでにエントリー済の方は下記 URL からご注文ください。
https://ws.formzu.net/fgen/S93700378/

エントリー期間

エントリー受付は 3 月 2 日（金）20:00～ ４ 月 27 日(金)です。

タイムスケジュール

状況に応じて変更あり。柔軟に対応します。

5月 4日(金)
08:00～8:30

受付

08:40

ブリーフィング

09:00～

ADVENTURE BIKE School 開始

12:00～13:00

昼休み

13:00～16:00

ADVENTURE BIKE School

16:00

終了・コースクローズ

受付前

5月 5日(土)
08:00～8:30

受付

08:40

ブリーフィング

09:00～

試乗会・フリー走行開始

09:00～

ADVENTURE TOURING 開始

12:00～13:00

昼休み

13:00～16:00

試乗会・フリー走行

13:00～16:00

ADVENTURE TOURING

16:00

終了・コースクローズ

受付前

※イベント開催 3 日前（５月１日火曜日）発表の天気予報で雪や悪天候等やむを得ない事情
により、イベントを中止する可能性があります。主催者発表をご確認ください。その場合は
必要経費を除いた差額を返金いたします。

【重要】保険について
MFJ ライセンス保持者の方は、今回保険に加入する必要がありません。
今回保険に加入される場合は参加費用とは別に ￥500 が掛ります。
お支払の際は参加費用と保険料の合計金額をお支払ください。

参加申込方法
インターネットと FAX の 2 通り選択できる
・ＷＥＢ（インターネット）での申込方法
オンラインエントリーフォームに必要事項を記入し送信

エントリーフォーム→

https://gicz.jp/open/06102477

決済方法は以下の 3 通りから選択できる
1）クレジットカード（VISA/MASTER)
2）コンビニ払い（ファミリーマート/サークルＫ/サンクス/セイコーマート）
3）ペイジー（銀行・郵便局）
※お支払いはジックＺ（株式会社グレートインフォメーション）の決済サービスを
使用します。
決済手続き終了後、ジックＺよりメールが届きます。
口座名義：ジェイイーシープロモーションナカニシサトル

インターネット環境が無く、オンラインでのエントリーができない場合は下記までご連絡く
ださい。
＜エントリーについてのお問い合わせ＞
2018 Motorada Free Ride & ADVENTURE TOURING エントリー事務局

（ＪＥＣプロモーション）

担当：ナカニシ ケイコ

電話：046-205-0874
メール：jecpro.knakanishi@gmail.com

ADVENTURE BIKE School
Strange Motorcycyle の和泉拓氏と、Vee Rubber 輸入販売元の木下氏の
ADVENTURE BIKE School です。
２つのクラスに分かれてのライディングスクールです。
指導内容（午前と午後で講師が変わります。）
和泉拓氏：フロントアップなどのトライアル的テクニック
木下淳氏：フラットダートをスムーズに走るためのライディングテクニック
講師紹介

: 和泉拓氏（AD/TAC）

国内トップクラスのエクストリームライダー。
モタード創世期よりトップライダーとして参戦。現在は全日本エンデューロ選手権に
参戦しながら海外ハードエンデューロレースにも精力的に参戦。
宮城県仙台市でバイクショップ「ストレンジモーターサイクル」を経営。
ADVENTURE BIKE 試乗会

（予定）

国内外のビッグオフロードバイクの試乗会
アサマレースウェイの外周路コースを使用。アサマサーキットの外周コースを使用、タイト
なコーナー設定は無く、初心者でも周回できる様コースを設定。
ADVENTURE BIKE FREE RIDE
試乗コースとは別にフリー走行エリアを設け、ご自分の車両でオフロード走行をお楽しみい
ただけます。
ADVENTURE TOURING（コマ図ツーリング）
会場周辺をコマ図を使ってツーリング。
初めてコマ図を見る方にも分かりやすいコマ図を作成し、ラリー気分を満喫できる、コマ図
ツーリングを楽しんでいただきます
＜その他注意事項＞
＊会場内、会場入り口付近での車中泊、キャンプ等宿泊は出来ません。

