
2019年 7月 18日 

報道関係各位 

BIKE LOVE FORUM 開催実行委員会 

 

 「第７回 BIKE LOVE FORUM in やまなし」 開催内容のご案内  

謹啓 盛夏の候、皆様方におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

日頃は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます｡ 

「BIKE LOVE FORUM（略称：BLF）開催実行委員会 ※注１」は来る、9 月 20 日（金）山梨県甲府市に 

おいて、「第 7回 BIKE LOVE FORUM inやまなし ※注 2」を開催いたします。 

本年のフォーラム内容について、詳細が決定いたしましたのでご案内申し上げます。 

報道関係の皆様におかれましては、お忙しいところ恐縮ですが、取材をご検討頂ければ幸いです。 

敬具 

記 

■開催概要 

１．日   時 ： 2019年 9月 20日（金）13:00～17:30（受付・開場 12:00～） 

 

２．会   場 ： ベルクラシック甲府（〒400-0031 山梨県甲府市丸の内 1-1-17）TEL. 055-254-1000 

 

３．主   催 ： BIKE LOVE FORUM 開催実行委員会 

 

４．内   容 ： 開催テーマ 『セーフティーライディングで自然を楽しもう』 

二輪車産業の振興策についての取組状況の発表、国内二輪市場活性化策の議論など 

 

５．参加対象 ： BLF主催者、報道関係者、一般の方 

・報道関係者の方には、受付を設けております。 

・一般の方もご参加いただけます。(参加無料） 

※会場の座席数は、数に限りがございます。予めご了承ください。 

以上 

※注 1 BIKE LOVE FORUM 開催実行委員会メンバー 

経済産業省、(一社)日本自動車工業会、全国オートバイ協同組合連合会、(一社)日本二輪車普及安全協会、 

日本自動車輸入組合、(一社)日本自動車部品工業会、(一社)日本二輪車オークション協会、 

(一社)全国二輪車用品連合会、(一社)中古二輪自動車流通協会、三重県、鈴鹿市、静岡県、浜松市、磐田市、

熊本県、【協力】山梨県、甲府市 

※注 2  BIKE LOVE FORUM（略称：BLF）  ※BLF公式 WEB サイト http://www.bikeloveforum.jp/ 

世界に通用する素晴らしいバイク文化の創造を目指すとともにバイク産業の振興、市場の発展等を図ることを目的とし、

バイクに関わる企業・団体・地方自治体等が核となり、利用者等も交え、関係者間で社会におけるバイクへの認知と受

容、共存のあり方や、バイクの将来像等に関して真摯に議論し活動するもの。（第 1 回:2013 年 9 月 三重県鈴鹿

市、第 2回:2014年 8月 静岡県浜松市、第 3回:2015年 9月 熊本県熊本市、第 4回:2016年 9月  

兵庫県神戸市、第５回:2017年 9月 群馬県前橋市、第 6回:2018年 8月 岩手県一関市）  



 ●活動経緯 

・二輪車が地域社会でさらに役立つ存在にするため、関連自治体とともに二輪車の普及振興策を議論 

・国内二輪車市場の活性化策について、業界メンバーだけでなく外部有識者から意見をいただく 

・二輪車の話題が社会に拡散するような、情報発信のあり方やバイクの楽しみ方の事例を紹介 

・二輪車業界だけでは解決できない「二輪車ユーザーの利用環境の改善」要望を政府に提出 など 

【プログラム】               

12時００分       開場 

13時 0 0分     ●開会挨拶 

経済産業省 自動車課 課長 河野太志 

山梨県 知事 長崎幸太郎（予定） 

             ●二輪車産業政策ロードマップ進捗状況（経済産業省 自動車課課長補佐 内藤貴浩） 

             ●パネルディスカッション① 「やまなしを楽しくセーフティーライディング」 

               前野克典 氏(山梨県 リニア交通局交通政策課 課長補佐) 

               中村洋一 氏(山梨県 観光部観光プロモーション課 課長補佐) 

               鶴田治彦 氏(山梨県 二輪車安全運転推進委員会 特別指導員) 

               作田裕樹 氏(日本二輪車普及安全協会 安全本部安全普及部 部長) 

               KAZU 中西 氏(伊豆スカ事故ゼロ小隊 隊長) 

               稲垣具志 氏(日本大学理工学部交通システム工学課 助教) 

             ●トーク対談「新時代令和 これからのバイクデザイン」 

               松下尚司 氏(オートバイ/RIDE編集長)、美環 氏(原型師) 

               福本圭志 氏(川崎重工業株式会社 デザイン部 部長) 

澤田琢磨 氏(本田技研工業株式会社 二輪事業本部ものづくりセンター) 

             ●パネルディスカッション② 「女性ライダーの活躍に期待」  

               川崎由美子 氏(二輪ジャーナリスト)、松崎祐子 氏(WEB；Lady Go Moto元主宰) 

               渋谷由佳 氏(ビギナーライダー)、山根智子 氏(ビギナーライダー) 

１７時１５分    ●総評：一般社団法人 日本自動車工業会 二輪車特別委員会 委員長 日髙祥博 

                 (ヤマハ発動機株式会社 代表取締役社長) 

             ●次回開催自治体挨拶（予定） 

１７時３０分    ●閉会挨拶：全国オートバイ協同組合連合会 会長 大村直幸 

※ 事前の予告なしに開催プログラムの内容や時間が変更になる場合がございますので、ご了承下さい。 

※ 二輪車産業政策ロードマップは、BLF の共通目標を達成するために国内外の市場毎の政策課題を整理し、課題解決のための実行 

施策を取りまとめたもの。2014 年 5 月 16 日に発表。   

※二輪車産業政策ロードマップ WEB サイト http://www.bikeloveforum.jp/roadmap/） 

 

 

 

 

http://www.bikeloveforum.jp/roadmap/


ベルクラシック甲府案内図 

 

〒400-0031 山梨県甲府市丸の内 1-1-17 TEL 055-254-1000 

  URL https://www.bellclassic-kofu.com/  

 

JR中央線甲府駅より徒歩 3分、中央道甲府南インターより 20分、中央道甲府昭和インターより 20分 

※無料駐車場が利用可能ですが、数に限りがあります。満車の場合は、近隣有料駐車場をご案内いたします 



 

2019 BLF inやまなし関連イベント 「セーフティーライディング やまなし ツーリングキャンペーン」  

 

第 7回 BLF inやまなしの開催を記念して、山梨県内をバイクでツーリングしていただくことで、山梨の魅力・バイクの魅力

を体感していただくキャンペーンを開催。 

セーフティーライディングで自然を楽しんでいただきます。 

「セーフティーライディング やまなし ツーリングキャンペーン」についての詳細は改めてお知らせします。 

※セーフティーライディング やまなし ツーリングキャンペーンWEB サイトは、9月 1日に公開予定です。 

 

 

主   催：Bike Love Campaign やまなし実行委員会   「構成：BLF主催８団体」 

協   力：山梨県 

協   賛：キャンペーン協賛企業 

 

【キャンペーン概要（予定）】 

開催期間：2019年 9月 20日（金）〜11月 30日（土） 

   実施地点：山梨県内のおすすめスポット、定番スポットなど（観光地、飲食店、道の駅）計 20 ヶ所を想定 

実施概要：各スタンプラリーポイントに設置されたＱＲコード付きのポスターでスタンプを取得し、申込可能な 

スタンプ数を集めて応募すると、後日抽選で豪華景品をプレゼント。 

対象端末：スマートフォン限定 

   対   象：二輪車ユーザー 

【参加登録・応募の流れ（9/1 エントリー開始予定）】 

   ①参加用QR コードから CP サイトへアクセス 

     各種告知に参加用の QR コードを掲載し、キャンペーンサイトにアクセスしていただきます。 

年代・性別・居住地など簡単なアンケートに答えていただき、スマホスタンプラリースタート。 

※アプリのダウンロード等は不要です。 

②スタンプラリーポイントでQR コードをゲット 

サイト内で紹介されているスタンプラリーポイントへ行き、QR コード付きのポスターを探していただきます。 

QR コードを取得するとスマホサイト上にスタンプが溜まっていきます。 

   ③条件達成で景品抽選へ応募 

     20 ヶ所のスタンプポイントの中から、「5 ヶ所／10 ヶ所／20 ヶ所」のスタンプをあつめたら抽選へ応募。 

   ④参加者の中から抽選で景品をプレゼント 

     キャンペーン期間終了後、参加者の中から抽選で山梨県内のホテル宿泊券や名産物の詰め合わせ 

及び協賛メーカー特別賞等プレゼントいたします。 

●合計 20 ヶ所：県内旅館・ホテル招待券（ペア 1組×5枚） 

●合計 10 ヶ所：県農産物詰め合わせ（10名） 

●合計  5 ヶ所：県内の名産お菓子詰め合わせ（20名）など 

＊各協賛二輪車メーカー及び用品メーカーの特別賞を設定（以上予定） 

 

 

 



 

今年も、二輪業界団体が、二輪車情報を広く発信のため 「７・８・９月はバイク月間」というタイトルとロゴを

イベントや広告などで訴求して参ります。報道関係の皆様も是非、ご活用下さい。 

      ※バイク月間公式ウエブサイト https://www.jmpsa.or.jp/bikegekkan/ 

●「第 7回 BIKE LOVE FORUM in やまなし」 開催に関する お問い合わせ先 

経済産業省 製造産業局 自動車課   TEL.03-3501-1690  

 

【二輪車業界団体】 

一般社団法人 日本自動車工業会   TEL.03-5405-6119 

全国オートバイ協同組合連合会   TEL.03-3568-6887 

一般社団法人 日本二輪車普及安全協会  TEL.03-6902-8190 

日本自動車輸入組合    TEL.03-6435-1526 

一般社団法人 日本自動車部品工業会  TEL. 03-3445-4214 

一般社団法人 日本二輪車オークション協会  TEL. 03-5733-6716 

一般社団法人 全国二輪車用品連合会  TEL.03-5545-7220 

一般社団法人 中古二輪自動車流通協会  TEL.03-5767-6011 

 

 

【自治体】 

三重県 雇用経済部 ものづくり・イノベーション課  TEL.059-224-2393 

鈴鹿市 産業振興部 産業政策課   TEL.059-382-8698 

静岡県 経済産業部 商工業局地域産業課  TEL.054-221-2812 

浜松市 産業部 産業振興課   TEL. 053-457-2825 

磐田市 産業部 産業政策課   TEL. 0538-37-4904 

熊本県 商工観光労働部 産業支援課  TEL.096-333-2319 

山梨県 観光部 観光プロモーション課   TEL. 055-223-1557 

 

 

※BLF関連データ メディア様向けダウンロードページ 

URL ： http://www.bikeloveforum.jp/download/ 

PW  ： bikeloveforum2019 

 

 

※「セーフティーライディング やまなし ツーリングキャンペーン」 に関するお問い合わせ先 

株式会社テレビ山梨 営業局（キャンペーン企画・運営） TEL.055-232-1117 

 

 

 

 

 

https://www.jmpsa.or.jp/bikegekkan/
http://www.bikeloveforum.jp/download/

