
滋賀県内初の
サイクルフェスタ

前日イベント

2013.3.16[ 土 ] 13:00-17:00

会　　場　長浜文化芸術会館（〒526-0066 滋賀県長浜市大島町大島 37）

主　　催　びわ湖一周ロングライド実行委員会

特別協賛　財団法人 JKA

参 加 自 由 ・ 入 場 無 料

羽川英樹さん＆三船雅彦さんによるびわ湖一周トークライブ♪

初心者から熟練者まで走りを楽しめる試乗車あります♪　当日登録が必要

親子で楽しくルールが学べる「自転車シミュレーター」体験コーナー♪

「プラスサイクルの楽しみ方」トークライブ、自転車グッズ販売、コンディショニング・サポート等々

会場周辺の駐車場は台数に限りがあり

ます。お車でのご来場はご遠慮下さい。

ロングライド参加者受付（2F）　13:00-17:00

参加者本人が参加確認証をご持参下さい



試乗

2F

世界最大級のトップバイクブラ
ンド。本場ヨーロッパのレース
では、トップチームを擁し、勝
利を重ね続けている。
最新鋭の研究機関を自社で持
つとともに、カーボンテクノロ
ジーでは世界最高の技術を持
つ。キッズバイクからマウンテ
ンバイク、ロードバイクまでフ
ルレンジでラインナップするプ
レミアムブランドである。

TREK

ツール・ド・フランスなどで
お馴染みの MAVIC カーが帯同
し、皆様をゴールまでサポート
します！

MAVIC

トータルコーディネートブラン
ドとして、今よりもっと楽しい

「自転車のある毎日」を創造し
ます。
普段の生活の中にちょっと気
軽にスポーツバイクのエッセン
スを！ 

コーダブルーム

KHS JAPAN は KHS ブランドの
輸入・販売だけではなく、楽
しいサイクリングライフの為
に、日本の市場に合った製品
を企画・開発しています。
人気のフォールディングシリー
ズやパッケージシリーズは日本
の自転車を取り巻く環境に合わ
せて、日本人の手によって開
発されました。だから、日本
で使いやすい！

KHS Japan

今年も参加者の皆さんの【身
体のコンディショニングとケア】
のお手伝いをさせていただき
ます。
前日はカラダのチェック、筋肉・
関節のメンテナンスを、ゴール
後は痛みを和らげ疲労回復す
るようなケアをします。
カラダに関するお悩みもどう
ぞ。愛車のお手入れも大切！
ご自身のカラダも忘れずにね！

コンディショニングサポート
吉田カイロプラクティック院

今年で創業 30 周年を迎える折
り畳み自転車のトップブラン
ド！「地球の未来を変える」
―創始者 Dr.David Hon が掲げ
た理想とともに、DAHON は
30 年間止まることなく歩み続
けました。
飽くなき探究心とともに折り畳
み自転車一筋に挑戦を続け、
DAHON はその理想へと着実に
近づいています。

DAHON

私たちはエコで誰もが楽しめ
るタンデム自転車の普及を目的
に活動しています。
この自転車はパイロット（前の
人）とストーカ（後ろの人）
が二人三脚で楽しむ乗り物で
す。視覚障がいのある人も後
ろの席なら自転車をこぐことが
でき、ユニバーサルな乗り物と
して多くの方に親しんでいただ
ければと思います。

大阪でタンデム自転車
を楽しむ会

誰もが知っている日本自転車界
のトップメーカー「ブリヂスト
ン」のスポーツブランド「アン
カー」。
日本人の身体特性を徹底的に
科学的分析を行い、その理論
に基づいて設計されたスポー
ツバイクの数々。オーナーの好
みに合わせて、カラーやパーツ
をセレクトできるセミオーダー
システムも魅力。

B r i d g e s t o n e   
Anchor

ストラーダバイシクルズは、単
なる自転車販売だけのお店で
はありません。ご購入いただ
いたお客様が楽しくバイシクル
ライフをスタートしていただけ
るように、さまざまなイベント
を常時開催しています。県下
随一のリアルなスポーツバイク
ショップです。
160 坪の店舗面積に、世界トッ
プブランドが 70 台以上展示。

ストラーダバイシクルズ

滋賀県 東 近 江市のサイクル
ショップです。これからスポー
ツ自転車を始めたい人やカジュ
アルにスポーツ自転車を楽しみ
たい人大歓迎！
のんびり自転車散歩や輪行
ツーリングなど、レースだけ
じゃない自転車を無限大に楽
しむ方法をご提案させて頂き
ます。不定期ですが輪行ツアー
なども開催しています。 

サイクルショップ　ライフ

国産の自転車アクセサリーメー
カ ー「ＭＩＮＯＵＲＡ」。今 回
は人気のローラー台の試乗会
を開催します。どんな負荷感
なのか、どれくらいの音がする
のか、実際に体験してみて下
さい。
また、イタリアのサドルメーカー

「セライタリア」のサドル体験
会も同時開催！サドルでお悩み
の方はぜひご相談下さい。

深谷産業

1971 年創業、アメリカの自転
車ブランド。

「軽量なのに良く進む」技術開
発に長け、自転車界の革命児
として名を馳せる。
ツールドフランス出場チームも
所有し、常に最高のレースマシ
ンを開発し続けている。
最 上 位 モ デ ル の SUPERSIX 
EVO は 2 年連続で世界最高の
バイクとして表彰される。

キャノンデール・ジャ
パン株式会社

自転車に乗る時、お気に入り
の cyclecap が無かったので、
オートクチュールの帽子職人
だった祖母に教わり自作したと
ころ友人から作って！と依頼を
受け製作することに。
メイドイン京都に拘り手拭や西
陣の裂から一つ一つ手作りした
ハンドメイドです。既製品より
丁寧に仕上がるよう心を込めて
作っています。

縁 enishi handmade 
cyclecap & sacoche

びわ湖を一周して認定証とス
テッカーを手に入れよう！

「ぐるっとびわ湖自転車の旅　
びわ湖一周サイクリング公式ガ
イド」も好評発売中！
公式ガイドには推薦サイクリン
グコース案内・マップや自転車
店・駐輪場・レンタサイクル・
観光船の利用案内・自転車旅
行の基礎知識などを掲載して
います！

輪の国びわ湖

「+cycle（プラスサイクル）とは、
暮らしのなかで、常に自転車
を選択肢のひとつとして考えて
みましょうという考え方です。
自転車だけを強調するのでは
なく、自転車の可能性を考え
たり、自転車という選択肢を
常にあるものとしてとらえてい
く活動を行っています。

滋賀プラス・サイクル
推進協議会

親子で楽しく自転車ルールが学
べる「自転車シミュレーター」
の体験ができます♪

滋賀県交通安全協会

修理受付（修理代有料）

参加者の皆様へのご挨拶とマ
ザーレイク滋賀応援基金の贈
呈式

15:30-16:00
嘉田知事挨拶

羽川英樹さん
（フリーアナウンサー）

三船雅彦さん
(チームマッサ　オーナー兼監督）

のお二人による、びわ湖一周の
楽しみ方、ロングライドについて
のトークライブです♪

14:30-15:30
びわ湖一周トークライブ

滋賀で自転車まちづくりにとり
くんでいるNPO法人五環生活、
輪の国びわ湖推進協議会のみ
なさんと、集団走行時のポイ
ント、自転車タクシーって何、
自転車大好きマップの魅力、
ビワイチ雑穀バー ( 仮称 ) をつ
くろう！といったトークイベント
をおこないます。
出たばかりの本『自転車コミュ
ニティビジネス』の紹介も

13:30 -14:30
プラスサイクルの楽しみ方

▼
メ
イ
ン
ス
テ
ー
ジ
▼

ロングライド参加者対象の抽
選会

16:00-
お楽しみ抽選会

イベント内容は予定です。出演者、スケジュールが変わ
ることがあります。予めご了承下さい。


