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大会概要

　第４回となるスターライトクロス in サイクルモードが今年も開催されます。今年から国際自転車競技連盟公認 (UCI) レースとなり、

さらには一般社団法人日本シクロクロス競技主催者協会（AJOCC) 運営の国内最高レース、JCX シリーズとして開催いたします。

2014 年より本格的シクロクロスレース、サイクルモード同時開催のイベントとしてスタートしました。メインイベントとなる特設コー

スをライトアップしたナイトレースでは、幻想的な空間が選手と観戦者の一体感を演出し、シクロクロスを見るスポーツとして楽しむ

イベントとなっています。

今回も、自転車ファンが数多く訪れるサイクルモードと同時開催で開催されます。初日は AJOCC 一般カテゴリーレースを開催し、夕方

からメインイベントの UCI ナイトレースが始まります。土日は昨年に引き続き、シクロクロス本コース (約 2.5km) を使ったオフロード

試乗会、新たな試みとして千葉市内のチェックポイントを回ってくるファンライド、キッズのキックバイクレース、パンプトラックタ

イムトライアル、サバイバルエンデューロレースなど、「乗る、見る、遊ぶ」それぞれのコンテンツを繋いでいき、点と点から線へ、そ

して面へとムーブメントの拡大を目指してまいります。　是非とも出展をご検討いただければ幸いに存じます。

大会概要 (予定 )

大  会  名　　 　スターライトクロス in サイクルモード2107

開  催  日　　 　2017 年 11 月 3 日 ( 金・祝）・ 4日（土）・5日（日）

参加予定数　　   1,100名

観 客 目 標　　  14,000名

主       催　　　スターライトクロス実行委員会

構       成　　　株式会社 Champion System Japan

会       場　　　千葉県幕張海浜公園 Gブロック特設コース

EVENT OUTLINE 2



　スターライトクロスは、サイクルモードと併催し本格的オフロードイベントとして、

大きな反響を呼んでいます。一日１万 3千人以上の来場者数を誇るサイクルモード、土

曜の夕方になるとサイクルモード会場からスターライト会場に移動する来場者が多く見

られ、メインレースがスタートするころにはコース脇を埋め尽くす程の盛り上がりを見

せていました。今年はサイクルモード場内での告知と導線の強化を図り、展示会が終わっ

たらオフロードイベントに観戦しにいく流れを加速させさらなる動員を目指します。

併催イベント

背景BACK GROUND 3

　舗装路・草地・泥・砂・階段などさまざまなコンディションで速さを競い、時には自転車を押したり担いだり、飛び乗ったりします。競

技時間 30 ～ 60 分で、設定周回数を先にゴールした人が勝者となります。もともとオフシーズントレーニングとして始まったシクロクロ

スは、ロードレーサーやマウンテンバイクユーザーからの参加も多く、転んでも怪我をしにくい、楽しめるカテゴリ設定等、初心者から気

軽にレース参加できることもあり、参加者数は年々増加傾向にあります。また、シクロクロスレースの観戦は、何度も目の前を通り過ぎる

選手を見ることができるので、専門的な知識がなくともレース展開や駆け引きなどを見て楽しむことができます。参加しても、観戦しても

楽しいシクロクロスレースは、その人気と共に急成長しています。

シクロクロスとは？

 　近年、大きな盛り上がりをみせるシクロクロスはメインシーズンは冬。他競技のオフシーズンとういうこともあり、オフトレーニング

や楽しさに気付いた生粋のシクロクロスプレイヤーが全国のシクロクロス会場を賑わせている。

全国の「日本シクロクロス協議主催者協会：AJOCC」が定める実力別カテゴリレースや、国内最高峰のシリーズランキング「JCX Series」

で競うシクロクロスは、シーズン中全国で 70 前後のレースが開催されます。競技規模の成長と共に多くのメディアに取り上げられ、参加

者数が年率 30% 増と大きな伸びを見せています。AJOCC 公式レースのスターライトクロスは今回 UCI と JCX シリーズにランクアップし国内

外でもさらに注目度の高いイベントへ成長しています。

シクロクロスシーン



今回もスターライトクロスは、ワンデーレースとなります。一般カテゴリからマ

スタークラス、夕方から暗くなりエンデューロ、そして男女 UCI カテゴリでクラ

イマックスを迎えます。2.5km の特設コースは舗装のストレート、障害物シケイン、

起伏のとんだ草地、コントロールの難しい未舗装区間など、参加者も納得の本格

的なシクロクロスレースとなります。

STARLIGHT CROSS / レース　11 月 3 日（金）

詳細EVENT DETAIL 4

　スターライトクロスのメインイベントは、UCI ナイトレース。日没後からに 50 基以上の照明

に照らされたコースを走る選手は、圧巻の一言。普段のレースとは違う独特の雰囲気の中、国

内外のハイレベルなレースが展開されます。エンデューロ—から始まり女子のWomen Eliteと、

男子トップクラス Men Elite と続きます。この頃にはカウベルの音色と共に大きな歓声で最高

潮に会場が沸き上がります。

注目はナイトレース

スターライトクロス会場をスタートゴール地点とし千葉市内のチェックポイントをオー

ダーシートに従って 10〜15 のポイントを回る。他の参加者との交流体験し 50〜100km

走行予定、ロングライドを経験したことない方や知らない地域を走った事がないユー

ザーに、新しい楽しみと遊びを創造するコンテンツです。走った後にはサプライズなルー

トログ絵が待っています。

ROUTE TO DISCOVERY / ルートトゥディスカバリー /11 月 5 日（日）

SURVIVAL ENDURE / サバイバル・エンデューロ 11 月 4 日（土）

　2才ぐらいから始められるペダルのない自転車ランバイク。今年もスターライトク

ロスの会場にランバイク特設コースが登場します。ちびっこに人気のランバイクは応

援する大人も白熱する、今人気のレース。大人顔負けの接戦は大人もちびっこも熱く

なります。日曜日のみ特設コースにて開催予定となっています。

KIDS BIKE FES/ キッズバイクフェス /11 月 5 日（日）

中央芝生エリアにおよそ 20 社以上の自転車関連メーカーの出展エリアを設置予定、オフロードバイクをキーワードに完成車メーカーから総合パーツメーカー、新規輸入パーツや新

製品など、話題の関連商品を展示または販売致します。また各完成車メーカーに於いては、数多くの試乗車をご用意予定。試乗申込み必須ですが来場者は会場内のコースを自由に試

乗体験をすることができます。3日（金）は特設ショートコース常時試乗可能、サイクルモードへの一般来場者が多く予想される 4日（土）午後と 5日（日）終日は、スターライト

クロス UCI で使われたフルコースを全開放して、オフロードバイクを思う存分楽しむことができます。

OFFROAD BIKEDEMO / オフロードバイク試乗・展示】11 月 4・5 日（土日）

シクロクロスコースを使って、3時間の耐久走です。周回カウントは自主的にカウン

トアップし PIT を使って仲間と交代しながら走ったり単独で本当の耐久を試してみた

りと、都市近郊で長時間コースを走り続ける事が出来る極めて稀れなイベントとなっ

ております。スータト後 1H、2H、2.5H に足切りを設け長時間のセルフコントロールが

必要で冷静さも要求される面白いイベントとなっております。

PUMP CHALLENGE / パンプ・チャレンジ 11 月 4 日（土）

特設のパンプトラックコース８０ｍ前後を使った、タイムトライアルのレースを開催

します。事前申し込みを行い、参加者持参のマウンテンバイクでタイムを競います。

オフロードライティングの基本動作であるパンピングを行いながら、レースを楽しみ

ます。何度でもチャレンジして、ベストタイムを叩き出してもらいます。



＜各種コンテンツ＞

　スターライトクロス特設会場には、数々のエンターテインメントレースや Xゲームに引っ張り蛸の MC アリーが担当し、MC ブースの横にはＤ

Ｊブースが設置されレースに合わせてリズム良い音楽が流れます。会場内にはスピーカーを隅々まで配置し、ライトアップされた会場と音楽

に加えて MC アリーの実況で会場のボルテージは最高潮に達します。

　本場ヨーロッパのシクロクロスの観戦と言えば、ビール片手に美味しい食事を楽しみながら、レースを見るのがスタイル。スターライトクロ

スでも、数店舗でフード・ドリンクを充実させて、来場者への楽しみを提供します。応援グッズとしてカウベルも販売いたします。国内でも珍

しい本格的輸入ビールからコーヒー、ベルギー本場のフリット等々を予定しています。

詳細EVENT DETAIL 5

ミュージック DJ・MC

フード・ドリンク

　自転車漫画として、絶大な人気の弱虫ペダル。その渡辺先生を迎え、特設コースをパレードするファンライド。昨年も大きな盛り上がりをみ

せ、参加者も観戦者も大変喜ぶ姿がみられました。平坦な舗装路のみのコースなので、どんな自転車でも参加が可能で、弱虫ペダル公式ジャー

ジを着て参加することが条件です。弱虫ペダルファンにとっては、イベント後の撮影会も楽しみなお祭りイベントです。

弱虫ペダルファンライド



スケジュール・コースSchedule & Course 6

スケジュール・コースレイアウトは予定

3 日・金曜日 Cycle Mode １日目　スケジュール

５日・日曜日 Cycle Mode 3 日目　スケジュール

受付 出走時間　

10:00-12:00 10:00-14:00
10:00-15:00 10:00-15:30

内容

試乗

キッズバイクフェス

受付 出走時間　 定員 競技種目

08:30-08:50 キッズ試走

08:15-08:45 09:00-09:10 20人 CK1
08:15-09:00 09:15-09:30 20人 CK2

09:40-10:10 - 試走

10:25-10:55 C4-A
09:00〜 11:05-11:35 60人 C4-B

11:45-12:15 60人 C4-C
12:25-12:55 60人・ CM2+3/CL2
13:10-13:40 60人・20人・ C3/U17/U15
13:55-14:35 60人・30人・20人 C2/CM1/CJ
14:45-15:25 試走-

15:40-17:00
-

ナイトエンデューロ

17:10-17:25
70チーム

弱虫ペダルファンライド

17:35-18:15 40人 Women Elite
18:25-19:25 60人 Men Elite 

-

-

09:00〜
09:00〜
09:00〜
09:00〜

12:00〜
12:00〜
12:00〜

09:00〜 60人

12:00〜
40人

20人
40人

10:00-12:0009:00-10:00      Route To Discovery

4 日・土曜日 Cycle Mode 2 日目　スケジュール

受付 出走時間　

8:15-8:45 09:00-12:00
10:00-15:00 12:00-15:30

内容

試乗

サバイバル・エンデューロ

※パンプ・チャレンジは時間未定



名　　称 　　弱虫ペダル　STARLIGHT CROSS 2016 in CYCLE MODE

開  催  日　　2016年 11月 5 日（土）・6日（日）

参 加 者 数　800名

来 場 者 数　 8,000名

主　　催　　スターライト幕張2016 実行委員会

会　　場　　千葉県幕張海浜公園 Gブロック特設コース

出展メーカー　株式会社C h a m p i o n  S y s t e m  J a p a n 、井上ゴム工業株式会社、有限会社アキコーポレーション、東京サンエス株式会社

　　　　　　　

株式会社メルクーリオ、株式会社イーズアソシエイツ、ミズタニ自転車株式会社、株式会社いいよねっと、キルシュベルク

　　　　　　　ブリジストンサイクル株式会社、株式会社ミヤタサイクル、ウインクレル株式会社、ジオライドジャパン、

【飲食ブース】レッドブルジャパン㈱、日本ビール㈱、BONSAI カフェ、他　　　　　　  【その他】弱虫ペダル

■ 前回 2016年開催実績

■WEBパブリシティ実績　（一部抜粋）
 ＜シクロワイアード＞ 　http://www.cyclowired.jp/
　2016/09/16　来年のUCIレース化を目指すスターライトクロス11月5、6日開催　参加者受付中
　2016/11/06　大歓声に包まれたスターライトクロス　小坂光が前田公平との一騎打ちを制する
　2016/11/12　スターライトクロス幕張2016ムービー 華麗でスリリングなナイタークロス

 ＜産経サイクリスト＞　http://cyclist.sanspo.com/
　2016/11/06　小坂光が前田公平との勝負に競り勝ち優勝　弱虫ペダルスターライトクロス

　2016/02/03　ソーシャルメディア時代にフィット　シクロクロス“仕掛け人”棈木亮二氏・矢野大介氏対談＜後編＞

 ＜CYCLESPORTS.jp＞　http://cyclesports.jp/
　2016.11.08　今年は星空の下を激走！　スターライトクロス 2016
　2016.11.02　今年もサイクルモードの週末にスターライトクロスが開催される！

　2016/09/30　暗闇を駆けるナイトレース「スターライトクロス」　11月5、6日に千葉・幕張で開催

公式ウェブサイト　 http://starlightcross.com/
　公式Facebook Page　　　https://www.facebook.com/Starlight-Cross-1429705727308288/　いいね！660
　公式Twitter          https://twitter.com/STARLIGHTMAKUHA  フォロワー421 

 ＜BICYCLE CLUB＞　 http://www.bicycleclub.jp/info-7459/
　2016.11.01　第3回目となる弱虫ペダル・スターライトクロスin Cyclemodeを11月5・6日に開催

前回大会実績Event Achievement 7



内容

20枠

ページフッター バナー掲示・大会ＳＮＳ内告知

サイクルモード公式サイト 特設ページへの貴社ロゴ掲出

会場内配布チラシ 貴社ロゴ表記

ブース出展
横９ｍ×奥行３ｍ
※会場内駐車場の提供は未定となっております。

試乗車両貸出

オフロード試走のみ／オフロード車限定
11/4（金）は特設試乗コース
11/5（土）,6（日）はスターライトクロスの全コース
※試乗車用洗車コーナー設置予定

会場内販売 出展ブース内のみ可

副賞提供権利 プレゼンター可

参加者配布物 広告チラシ封入 2〜3ページA4サイズまで・参加予定1,000名

主催者レース参加枠 2レース（AJOCCカテゴリレースのみ）

サイクルモード会場内 スターライトクロスブース1コマ、会場案内図内ロゴ表記

ウェブサイト

STARLIGHT CROSS in CYCLE MODE ブース出展プラン　各種メリット

金額（税別）

180,000円

露出項目

枠数

印刷物

会場

・ブース出展のテントは持ち込みテントとし、大会としての用意はございません。テントウエイトも各社でご用意ください。

・のぼりの設置は、出展エリア内でお願いします。

その他

・コーステープ、コースバナー、コースのぼり出展ブース外装飾等は別途ご相談ください。

・その他備品をご希望の場合は別途ご相談ください。

・出展社専用駐車場のご用意はございません。隣接のメッセ駐車場（上限1,000円）のご利用をお勧めします。

・ブースまでの電源コンセントを用意します。各社でブース内の照明などをご用意ください。暖房・洗浄機使用不可。

・サイクルモード内で試乗する際に発行されるリストバンドを、スターライトクロス会場でも発行できるようにします。リストバン
ドは希望者のID確認後、試乗誓約書に記入頂き、リストバンドの発行となります。リストバンド、もしくはレースゼッケンを着用し
ている者のみ、コースでの試乗を可能とします。リストバンドはナンバリングされています。（予定）
・試乗車の盗難・破損に関しては一切の責任を負いかねますので、試乗車貸し出し管理に関しては各出展者で行ってください。
・試乗時間に関しても、各出展者の判断で設定してください。
・対象者はヘルメット着用を義務とし、飲酒厳禁とします。
・試乗車の本コース開放は、土曜日12:00～17:00、日曜日10:00～17:00となっており、雨天決行とします。

（展示自転車はオフロード車限定）

出展メリットPromotion Booth plan 8



サイクルモード事務局　行

事務局記入欄

<お問合せ> スターライトクロス2017実行委員会　　サイクルモード事務局：巽・七堂・辰野・太田
〒540-0008　　大阪市中央区大手前1-2-15　株式会社テレビ大阪エクスプロ内
TEL:06-6947-0284 FAX:06-6944-9912 E-mail：cycle@cyclemode.net

　　JPEG（2MG以内）またはAdobe illustrator形式（CS3以下）でお送りください。

　　　　　　　　　　　　出展料合計金額　　￥

申込期限　2017年9月11日（月）

役　職 ㊞　　

￥180,000（税抜）　×　　　　ブース

※広告物等への掲載のため、貴社ロゴデータを下記アドレスまでお送りください。

ホームページアドレス

出展料

PRコメント
（100字程度）

一般問い合わせ先
（TEL　or　E-mail）

スターライトクロス2017　申込書

フリガナ

　TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

〒

社名

所 在 地

この用紙の送付先…ＦＡＸ：06-6944-9912／e-mail： cycle@cyclemode.net

　本企画書の内容を了承し下記の通り申し込みます。

備考 受付日

担当者e-mail

受領者名

※下記情報は一般公開用です。サイクルモード公式サイト等に掲載します。（予定）

※出展に関するお知らせを送信します。必ずご記入ください。

出品ブランド名

フ リ ガ ナ

担当者氏名

英文 出品ブランド名


