
2021 年 6 月 21 日 

一般社団法人日本自動車工業会  

一般社団法人日本二輪車普及安全協会  

 

 

『8 月 19 日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY』特設サイト公開および 
YouTube Live 配信／Twitter 施策のご案内 

 

一般社団法人日本自動車工業会(会長：豊田 章男 以下、自工会)は、一般社団法人日本二輪車 

普及安全協会(会長：神子柴 寿昭 以下、日本二普恊)との共催により、交通安全意識の啓発やバイクの 

有用性・利便性、楽しさ等を発信するため、「8 月 19 日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY」特設サイトを 

本日より公開いたします。 

  
 この特設サイトでは、交通安全におけるポイントやバイクの有用性・利便性などを紹介するとともに、バイクの日

(8/19)に行う YouTube Live によるオリジナル番組の生配信情報や Twitter コンテスト、トリプルフォロー＆  

リツイートキャンペーンに関する情報を発信してまいります。なお、Twitter コンテスト、トリプルフォロー＆リツート  

キャンペーンは、本日より実施いたしますので、多くの皆さまからのご応募をお待ちしております。 

 
8 月 19 日は、内閣府が二輪車の交通事故撲滅を目的に 1989 年に制定した「バイクの日」です。これまで 

自工会と日本二普恊は、安全運転普及活動や利用環境の改善に取り組んでまいりました。これからも     

「8 月 19 日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY」の訴求活動のみならず、より多くのお客さまが、二輪車を  

安全快適に利用いただくための取り組みを積極的に展開してまいります。 

 

「8 月 19 日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY」概要 

 

■主 催：一般社団法人日本自動車工業会、一般社団法人日本二輪車普及安全協会 

■後 援：内閣府、警察庁、一般財団法人全日本交通安全協会、 

       一般社団法人全国軽自動車協会連合会、一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会 

■訴求テーマ：交通安全意識の啓発、「バイクの日(8 月 19 日)」の認知度向上、マナー向上、 

バイクの有用性・利便性、楽しさ、魅力の発信 

■実施内容： 

○特設サイトの公開：「8 月 19 日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY」 

（本日より公開  URL https://bikeday.jama.or.jp ） 

○YouTube Live：オリジナル番組の生配信（別紙参照） 

○Twitter： 

コンテスト、トリプルフォロー＆リツイートキャンペーン 

（別紙参照） 

    

 

 

 

 

 
 

＜問い合わせ先＞ 8 月 19 日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY 事務局 
            TEL：03-6418-7597 ／ Mail：info-bikeday@bracing.jp 

 
＜主催者連絡先＞  日本自動車工業会 広報担当（TEL：03-5405-6179） 

日本二輪車普及安全協会 （TEL：03-6902-8190） 

 



別 紙 
 
 

『8 月 19 日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY』 
－YouTube Live 配信／Twitter 施策－ 

 

■YouTube Live 配信 概要■ 

配信日時：2021 年 8 月 19 日(木) 19：00～20：30(予定) 

メイン MC：梅本 まどか 

ゲスト   ：東 和代、岸田 彩美、栗原 航大、葉月 美優、平嶋 夏海、夜道 雪（五十音順） 

プログラム ：「私の愛車を見て」、「警視庁による交通安全メッセージ」、「バイククイズ対決‼」、「バイク談義」、 

「Twitter コンテスト受賞者発表」、「Twitter トリプルフォロー＆リツイートキャンペーン特賞当選者

発表」など（プログラムの構成は一部変更する場合があります。） 

※詳細は、特設サイト(https://bikeday.jama.or.jp)をご覧ください。 

 

●MC、ゲスト プロフィール● 

MC：梅本 まどか（うめもと まどか） 

SKE48 でのアイドル時代を経て、現在は名古屋を中心に活動するマルチタレント。 

日本二輪車普及安全協会アンバサダーとして、バイクの安全性・魅力を多くの人に発信。 

モータースポーツ関連のメディア露出が多く、自身も複数の連載を持つ。 
 

   
東 和代（あずま かずよ） 

北海道出身。単車倶楽部アンバサダーとして、誌上や各種 SNS で北海道ツーリングの魅力を発信中。 

二輪車専門雑誌の表紙も務める現役ライダー。 

    

岸田 彩美（きしだ あやみ） 

バイクタレント、司会、ライター。『週刊バイク TV』にアシスタントとして約 3 年間出演。二輪車安全運転  

指導員資格を持ち、現在はスペイン・バレンシアに留学中。 

 

 

栗原 航大（くりはら こうだい） 

プラチナムプロダクション所属。 

リアリティ番組出演で人気を博し、多数の Web CM に出演。 

映画やドラマに出演し、俳優としての活動の場を広げている。 

 

   葉月 美優（はづき みゆ） 

ワンエイトプロモーション所属。ミスジェニック 2020 グランプリ。 

2019 年より『週刊バイク TV』にコーナーレギュラーとして出演。みうみうの愛称で TV、SNS 上で活躍中。 

 

                  

 

 平嶋 夏海（ひらしま なつみ） 

ワンエイトプロモーション所属。AKB 第一期生オーディションに合格後、2012 年まで AKB として活動。 

卒業後はグラビアなどで活躍の場を広げる。『週刊バイク TV』にアシスタントとして 2020 年まで出演。 

 

 

 

   夜道 雪（よみち ゆき） 

TV アニメ『スーパーカブ』主人公・小熊役として出演中。 

複数のバイクを所持し、試乗レポートなども行う愛好家。 

  



■Twitter 施策■ 

【１】 Twitter コンテスト 

実施期間： 

  ①写真で一言！Twitter コンテスト  ＜写真に合う一言を作品として投稿＞ 

第一弾：2021 年 6 月 21 日(月)～7 月 5 日(月) 

  第二弾：2021 年 7 月 5 日(月)～7 月 19 日(月) 

  ②バイクかるた Twitter コンテスト ＜絵札となる画像に交通安全を啓発する読み札を作品として投稿＞ 

      第一弾：2021 年 6 月 28 日(月)～7 月 12 日(月) 

 第二弾：2021 年 7 月 12 日(月)～7 月 26 日(月) 

応募条件：下記の条件を満たしている作品 

(1)日本自動車工業会 Twitter 公式アカウント(@JAMA_jpn)をフォロー 

(2)応募者本人の Twitter アカウントから指定ハッシュタグをつけた作品のみ 

応募方法：日本自動車工業会 Twitter 公式アカウント(@JAMA_jpn)をフォローした応募者本人の 

Twitter アカウントから、各コンテストの対象作品に指定ハッシュタグをつけて投稿 

受賞者特典： 最優秀賞（各 1 名様 計４名様）  Amazon ギフト券 10,000 円分 

          優秀賞（各 1 名様 計４名様）    Amazon ギフト券 5,000 円分 

受賞作品発表： YouTube Live 配信(2021 年 8 月 19 日(木))で発表。 

※受賞作品は、YouTube Live 配信後、特設サイトでも公開予定。 

 

【２】 Twitter トリプルフォロー＆リツイートキャンペーン 

実施期間：2021 年 6 月 21 日(月)～8 月 19 日(木)15:00 

応募条件： (1)応募方法の手順を満たす Twitter アカウントを所持している日本国内在住者 

         (2)応募者本人の Twitter アカウントからの応募のみ 

応募方法： ①日本自動車工業会 Twitter 公式アカウント(@JAMA_jpn)をフォロー 

②日本二輪車普及安全協会 Twitter 公式アカウント(@JAPAN_RIDERS)をフォロー 

③国内バイクメーカー4 社の公式アカウントの内、下記の 1 社以上をフォロー 

            ・カワサキモータースジャパン @Kawasaki_JPN 

            ・スズキ株式会社・国内二輪公式アカウント @suzukicojpmotor 

            ・Honda Bike(ホンダバイク) @HondaBike_hmj 

            ・ヤマハ バイク @yamaha_bike 

④日本自動車工業会 Twitter 公式アカウント(@JAMA_jpn)の指定ツイートを応募者 

本人の Twitter アカウントでキャンペーン期間内にリツイート 

当選者特典：特賞・国内バイクメーカー4 社および主催者グッズ詰め合わせ（1 名様） 

「8 月 19 日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY2021」オリジナルステッカー（400 名様） 

当選者発表（特賞）：YouTube Live 配信(2021 年 8 月 19 日(木))で発表。 

※オリジナルステッカーの当選者には、Twitter の DM またはリプライにて当選のご連絡をいたします。 

 

※応募にあたる注意事項、応募規約等詳細は、特設サイト(URL： https://bikeday.jama.or.jp )を 

ご覧ください。 

 

 
 

以 上 

https://bikeday.jama.or.jp/

