
報道関係者各位 

2019 年 3 月 1 日 

一般社団法人 日本二輪車普及安全協会 近畿ブロック 

（第 35 回大阪モーターサイクルショー2019 事務局） 

 

 

最新＆人気モデルが大集結！ 

見て、触れて、乗って、ワクワク!! 関西最大級のバイクイベント！ 

『第 35 回大阪モーターサイクルショー2019』開催 
大人気の試乗会に、初開催の白バイ隊員によるデモンストレーション走行や、 

イメージガールの撮影会に、インスタバイク女子のステージなどイベント満載のバイクの祭典！ 

お得なドリンク付前売券を協賛店で発売中！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券『若割 U22』も継続！ 

2019 年 3 月 15 日（金）～17 日（日）インテックス大阪 1・2 号館にて開催！ 

 

一般社団法人 日本二輪車普及安全協会 近畿ブロックは、35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 15 日（金）～3 月 17 日（日）の３日間、インテックス大阪で開催いたします。 

今回は、インテックス大阪１・２号館と屋外特設会場を舞台に、153 社・団体の出展者が集まり、最新＆人気のオートバイと

パーツ＆アクセサリーの展示に加え、有名メーカーのバイク関連グッズが特別価格で買えるコーナーなど盛りだくさんな企画満載！ 

また今年も、大阪モーターサイクルショーは、若い世代の方により多く来場していただきたいという想いから、高校生以下の入場

料を無料にし、18 歳～22 歳の若者層向けの特別割引当日券「若割 U22」を販売いたします。 

 

今回は、Twitter と Instagram に#をつけてバイクの楽しさが伝わる写真を投稿するとプレゼントがもらえるキャンペーンや、自ら

バイクライフを楽しむインスタ女子によるテレビ番組公開収録ステージなど、「CLUB モーターサイクル」をキーワードに、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、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

思いを形にした企画を実施します。屋外特設会場では、最新モデルを乗り比べできる大人気の「Like a wind 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」に加えて、大阪モーターサイクルショー初開催となる大阪府警察本部交通

機動隊によるデモンストレーション走行を実施します。館内では、日本を代表するトップライダーやガールズライダーによるトークショ

ーや、くまモンをはじめとするご当地キャラクターたちが登場する観光 PR ステージや、イメージガールのモタ女子との撮影会やゲーム

大会など楽しいイベントが盛りだくさん。また、オリジナリティ溢れるカスタムバイクの展示コーナーや、お子様もゆっくり過ごせる「キッズ

ピットイン」、3 日間限定のオリジナルグッズの販売コーナーなど、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、お友達やご家族をはじめ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。初日 15 日は、開場

前に地元高校の吹奏楽部とご当地キャラクター達によるオープニングイベントでスタート！皆さまのご来場をお待ちしております！ 

イベント開催のご報告 



■『第 35 回大阪モーターサイクルショー2019』 開催概要  

 

１、期間 

期間：2019 年 3 月 15 日（金）～3 月 17 日（日） 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 153 社・団体が出展 

 

４、出展規模 

出展面積 4,332 ㎡ （482 小間） 

 

５、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（開催期間中 満 18 歳～22 歳の方限定で、特別割引当日券を販売） 

1 名様：1,100 円、2 名様：2,000 円、3 名様：2,700 円、4 名様：3,200 円 

    ＜販売場所＞インテックス大阪チケット売り場 

    ＊運転免許証・学生証（写真／生年月日記載）など年齢を確認できるものの提示が必要。 

    ＊インテックス大阪チケット売り場で販売する当日券のみに適用。 

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。 

    ＊料金はすべて税込み  ＊高校生以下、障がい者の方（要手帳）は無料 

 

６、入場券販売   【前売券販売期間：2019 年 2 月 1 日（金）～3 月 14 日（木）】 

●協賛バイクショップ ●協賛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：53400]  

●セブンチケット（セブン-イレブン）[セブンコード：070-945] 

●チケットぴあ（セブン-イレブン）[P コード：992-033]  

●イープラス（ファミリーマート）[https://eplus.jp/]  

●CN プレイガイド（ファミリーマート、セブンイレブン） [TEL.0570-08-9999] *オペレーター対応＊10:00～18:00 

●インテックス大阪チケット売り場（当日券のみ） 

 

＜第35回大阪モーターサイクルショー2019   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 
 

 

 

 
■Like a wind 2019 ニューモデル体感試乗会 
 
2019 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１5 日（金）・１6 日（土）   

10：00～16：30 （受付時間 9：15～15：30） 
●場所：     屋外特設会場 
●参加メーカー：ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ、ハーレーダビッドソン 
●協賛：     株式会社ヴァンズ凸 
 

＊17 日（日）は、実施いたしません。 

トライアルデモンストレーション、白バイ隊員デモンストレーション走行実施のため 

 

※詳しくは試乗会受付コーナーにてご確認ください。 

※未成年の方は親権者の同意書が必要です。 

※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 
 
MFJ 全日本トライアル選手権 IAS クラスのライダーと、レディースクラスライダーがその超絶テクニックを披露！ 
今回も会場にタワーセクション設置で更に迫力満点！ 
 
●日時：     ３月１7 日（日） 

①10：30～11：00  ②14:15～14:45  ＊小雨決行 
●場所：     屋外特設会場 
      
●出演：      MFJ 全日本トライアル選手権 IAS クラス    小川友幸選手 
           MFJ 全日本トライアル選手権 IAS クラス    黒山健一選手  
      MFJ 全日本トライアル選手権レディースクラス 小玉絵里加選手 
 
 
■白バイ隊員によるデモンストレーション走行 
 
全国白バイ安全運転競技大会で活躍した、大阪府警察本部交通機動隊白バイ隊員の運転テクニックを皆さまに披露します。 
 
●日時：     ３月１7 日（日） 

①11:45～12:15   ②13:00～13:30  ＊小雨決行 
●場所：     屋外特設会場 
      
●協力：      大阪府警察本部交通機動隊 
 
 
 
 
■オープニングイベント 
 
オープニングセレモニーイベントとして、大阪学芸高等学校 吹奏楽部によるオープニング演奏と、愉快なご当地キャラクターたちが
皆さまをお出迎え。大阪モーターサイクルショーのオープニングを華やかに彩ります。 
 
●日時：    ３月１5 日（金） 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 
           ご当地キャラクターたち 

小玉選手 

前回実施の模様 

小川選手 

屋外イベント 

黒山選手 

前回実施の模様 

写真はイメージです 

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


 

 

 

■MFJ モーターサイクルスポーツステージ 
 
国内を代表するトップライダーが集結！ 
MFJ ゲストライダーと宮城光さんが、2018 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。モトクロス近畿選手権チャイルドクラス上位者の激励ステージも行います！ 
 
●日時：  ３月１５日（金） 13:50～14:30 

3 月１６日（土） 14:20～15:00 
３月１７日（日） 12:50～13:30 

●場所：  １号館 特設ステージ  
●出演：  ３月１５日（金）ロードレース／中須賀克行選手、高橋巧選手、渡辺一馬選手、津田拓也選手 

３月１６日（土）モトクロス ／山本鯨選手、新井宏彰選手、岡野聖選手、深谷広一選手 

３月１７日（日）トライアル ／小川友幸選手、黒山健一選手、小玉絵里加選手 

●司会：  宮城光、多聞恵美 

 

＊モトクロス近畿選手権チャイルドクラス上位者の激励ステージは、3 月 16 日（土） 15:00～15:15 の予定。

 

 

■ガールズライダー トークステージ 

 

ロードレース、トライアルの第一線で活躍する女性レーシングライダーに、モーターサイクルスポーツの魅力と、大好きなバイクについ
て女性目線で語ってもらいます。 

 

●日時：        ３月１５日（金）15:00～15:30 
●場所：         １号館 特設ステージ 
●出演：   ロードレース／  岡崎静夏選手 

トライアル ／  小玉絵里加選手 
●司会：       多聞恵美 

 

 
■バイク情報番組 Like a wind ステージ 
 
バイクライフを SNS に発信しているリアルバイク女子「#CLUB モーターサイクル ハロー！ガールズ」の結成を発表！ 
インスタ映えする写真コンテストなど、これから番組を盛り上げていくガールズライダーによる楽しいステージをお見逃しなく！ 
 
●日時：         ３月１７日（日） 14：30～15：30  

●場所：          １号館 特設ステージ 

●司会：       多聞恵美 
●協力：       株式会社ヴァンズ凸（Like a wind） 
 
  
■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１５日（金） 11：30～11：45 熊本県 
                          11：45～12：00 鹿児島県 

３月１６日（土） 11：30～11：45 山梨県 
11：45～12：00 南三重 

3 月１７日（日） 11：30～11：45 馬路村 
11：45～12：00 宮崎県 

●場所：  １号館 特設ステージ 

岡崎選手 小玉選手 MC:多聞恵美 

ステージイベント 

©2010 熊本県くまモン 

協力 熊本県大阪事務所 

©鹿児島県 

ぐりぶー 

＃755 

富士の国やまなし 

観光キャラバン隊長「武田菱丸」 

©HISHIMARU TAKEDA 

三重県紀北町 

マスコットキャラクター 

「きーほくん」 

「ごっくんマン」 

馬路村農業協同組合 

宮崎県シンボルキャラクター 

みやざき犬 



 
■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。 
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１５日（金） 16：00～16：30    

３月１６日（土）  ①13：00～13：30  ②16：00～16：30 
３月１７日（日）  16：00～16：30 
    

●場所：     １号館 特設ステージ 
●出演：     モタ女子 
●司会：     多聞恵美 
 
 
 
■#CLUB モーターサイクルキャンペーン 
 

バイクの楽しさが伝わる、とっておきの写真をハッシュタグ#CLUB モーターサイクルをつけて Twitter または Instagram に投稿し、 

投稿画面を大阪モーターサイクルショー2019 当日にスタッフに見せていただくと、バイクグッズ等が当たる抽選会に参加できます! 

 

●日時：  ３月１５日（金）～１７日（日） 10：00～17：00    
●場所：  １・２号館通路 #CLUB モーターサイクル・キャンペーン応募コーナー 
●写真投稿締切： 3 月 14 日（木）まで 
 
■「モタ女子」フォトスポット～モタ女子撮影会～ 
 
CLUB モーター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！ 
撮影写真を SNS にハッシュタグ「#大阪モーターサイクルショー」を付けてアップすると、もれなくオリジナルステッカーをプレゼント。 
 
●日時：  ３月１５日（金）～１７日（日）    ① 11：30～12：00 

                           ② 12：15～12：45 
                           ③ 13：00～13：30 
                           ④ 13：45～14：15 
                           ⑤ 14：30～15：00 
                           ⑥ 15：15～15：45 

 
●場所：       １・２号館通路 「モタ女子」フォトスポット 
●出演：      モタ女子 
 

＊全てのイベントにおいて、試乗車及び出演者が変更になる場合があります。 

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）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 

（一社）自動車公正取引協議会、（一社）全国二輪車用品連合会 

【協力】  防衛省・自衛隊大阪地方協力本部、 大阪府警察本部交通機動隊  
 
 
 
 
 
 
 
 

館内イベント/コーナー

ーナー 

一般社団法人 日本二輪車普及安全協会 近畿ブロック 

第 35 回大阪モーターサイクルショー2019 運営事務局   担当：宮軒、一圓、平野 

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

MAIL: omcs@t2r.co.jp 

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

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞ 

 

モタ女子 

オリジナルステッカー 

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

