
報道関係者 各位 

2017年10月30日 
サイクルモード実行委員会 

 サイクルモード実行委員会は、今年で13年目を迎える日本最大級のスポーツ自転車フェスティバル｢CYCLE 
MODE international 2017｣を11月3日から5日までの3日間、幕張メッセにて開催いたします。 
 
 サイクルモードはレースシーンで活躍するロードバイクやマウンテンバイク、そしてクロスバイクや小径車
といったあらゆる車種の展示はもちろんのこと、70～90年代に活躍したヴィンテージバイクや高い人気を誇
るハンドメイドバイシクルといった企画展示エリア、さらにレース志向のサイクリストに向けセミナーや、
キッズ向け自転車教室などあらゆる世代が体感できる、自転車の魅⼒が詰まったスポーツバイクエンターテイ
ンメントショーです。 
  
 メインステージでは今年4度目のツール・ド・フランス総合優勝を達成したチームスカイのクリス・フルー
ム選手や、大人気サイクルロードレースコミック『弱虫ペダル』の原作者である渡辺航先生のトークショーな
どのステージを、アスリートワークショップではアスリート志向のサイクリストを対象に自分の能⼒をより高
めるための専門性の高いセミナーを連日開講するなど、会場内コンテンツも続々決定しています。 

 ＝ご掲載に関するお問い合わせ＝  
サイクルモードインターナショナル2017広報事務局 ：金・中村  

Tel：03-5572-6071 Fax：03-5572-6075 Mail：s-kin@vectorinc.co.jp 

ビギナーからコアなサイクリストまでが楽しめるコンテンツが盛りだくさん！ 

CYCLE MODE international 2017 開催 

<メインステージでは2017年ツール・ド・フランス覇者クリス・フルーム選手・プロロードレーサー新城選
手のトークショーも！> 
 メインステージでは『弱虫ペダル』の原作者・渡辺航先生をはじめ、7度目のツール・ド・フランス完走を
果たした新城幸也選手や、ビッグゲストとして今年のツール・ド・フランス、ヴエルタ・ア・エスパーニャを
同年制覇したチームスカイのクリス・フルーム選手がサイクルモードメインステージに初登場します。このほ
かにも七代目自転車名人の表彰式など、バラエティに富んだコンテンツを多数用意しています。 
 
<アスリートワークショップでは“より速く、強く”を目指すレーサー向けの本格的なセミナーを開講！> 
 アスリート志向のサイクリストを対象に、自分の能⼒をより高めるための専門性の高いセミナーを連日開講
しています。目指す走りに近づくためのペダリング講習会や、蓄積した自分のデータをトレーニングに生かす
パワートレーニング＆パワーメーター徹底活用術、日々のトレーニングとレースで疲労した体のケアに至るま
で、さらなるレベルアップを目指すレーサー達へ業界屈指の講師陣がその極意を伝授します。 
 
<今年も大人気ロードレースマンガ「弱虫ペダル」とサイクルモードがスペシャルコラボレーション！> 
 コミックス累計発行部数1700万部を超えて、来年1月からTVアニメ第4期シリーズ（テレビ東京系列全国
ネット）も控える『弱虫ペダル』とコラボレーション。原作者の渡辺航先生によるスペシャルトークショーや
チャリティーサコッシュサイン会、会場でしか手に入らない限定グッズの販売を予定しています。 
 

サイクルモード史上初！現役ツール・ド・フランス覇者によるトークショー決定！ 

 つきましては、貴媒体にてイベントの告知、掲載をご検討いただけると幸甚です。 



メインステージでは『弱虫ペダル』の原作者・渡辺航先生をはじめ、7度目のツール・ド・フラン
ス完走を果たした新城幸也選手に、ビッグゲストとして今年ツール・ド・フランス、ヴエルタ・
ア・エスパーニャを同年制覇したチームスカイのクリス・フルーム選手がサイクルモードメインス
テージに初登場します。このほかにも七代目自転車名人の表彰式など、バラエティに富んだコンテ
ンツを多数用意しています。 

メインステージ 

自転車ロードレースに青春を懸ける高校生たちの熱い闘いと、さまざまな人
間ドラマを描く大人気ロードレース漫画『弱虫ペダル』。いよいよ2018年
1月から始まるアニメ第4期の放送を記念して、原作者である渡辺航先生の
トークショーを行います。 

最新刊52巻も発売され、もはや長編コミックとなった漫画を描き続ける先
生の熱い思いや、スポーツ自転車に対する思い入れなど、漫画家渡辺航に迫
る、ファンならずとも見逃せない内容となっています。 

渡辺航 

アニメ第4期放送直前！『弱虫ペダル』プレミアムトークショー 11/3(金)13:20~13:50 
11/5(日)12:15~12:45 

2017年、“ツール・ド・フランス”4回目の総合優勝、さらに
スペインの“ブエルタ・ア・エスパーニャ”を制し、イギリス
人初のダブルツールを達成したクリス・フルーム。現役最強
の呼び声も高い名選手が、“ツール・ド・フランス”＆“ブエ
ルタ・ア・エスパーニャ”で実際に使用したスペシャルカ
ラーのピナレロ ドグマF10と共に『サイクルモード イン
ターナショナル2017』に登場！ その最高の走りを支えてい
るイタリアの名門ブランド「ピナレロ」を率いる 
ファウスト・ピナレロ社長も迎え、世界最高峰のロードレー
スの魅⼒に迫ります！  

クリス・フルーム  

11/5(日) 
16:00~16:30 

今シーズンよりバーレーン・メリダへ移籍し、新天地で激戦を繰り広げる新
城選手が、サイクルモードのステージに登場します。 
ツール・ド・フランス7度目の完走や世界選手権への出場など、活躍を続け
る世界の“ユキヤ”の1年を振り返るスペシャルトークショーは聞きどころ満
載の内容です。 

新城 幸也 

11/5(日) 
11:30~12:00 

誰もが楽しめるステージが盛りだくさん！ 

新城幸也スペシャルトークショー 

“ツール・ド・フランス”総合優勝4回！ ダブルツール達成の現役最強レーサー 
 クリス・フルーム プレミアムトークショー 



12：00 

15：00 

16：00 

10：00 

◆メインステージ 当日タイムテーブル（会場：幕張メッセ） 

14：00 

17：00 

13：00 

※当リリースの内容は都合により、変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

11：00 

11月3日（金・祝） 11月5日（日） 11月4日（土） 

15:00～15:30 

7代目「自転車名人」就任セレモニー 

10:30～11:15 

豪華賞品が当たる！自転車で走りたい。
ご当地クイズ大会 

13:45～14：15 

リアル競輪1着当てクイズ 1着を当てて
オリジナルベストをGETしよう！  

ゲスト：田中まい 

15:30～16:00 

世界的な美女サイクリストが初来日！  
パック ムーネン トークショー 

ゲスト：パック ムーネン 

12:45～13:15 

『眼鏡市場×弱虫ペダル』  
第2弾コラボメガネ先行発表会 
ゲスト：団長安田(安田大サーカス) 

MC：絹代 

13:20～13:50 

アニメ第4期放送直前！ 
『弱虫ペダル』プレミアムトークショー 

ゲスト：渡邊航 

14:45～15:30 

今年の最強レーサーを華々しく表彰！ 
JBCFロードシリーズ2017年間アワード 

MC：絹代 

15:45～16:15 

サイクルトレイン「B.B.BASE」  
by JR東日本 

ゲスト：団長安田（安田大サーカス） 
白戸太朗 

岩田淳雄（バイシクルクラブ編集長） 

11:30～12:00 

新城幸也スペシャルトークショー 
ゲスト:新城幸也 

12:15～12:45 

アニメ第4期放送直前！ 
『弱虫ペダル』プレミアムトークショー 

ゲスト：渡邊航 

12:15～12:45 

世界の舞台で戦い続ける男たちが語る。 
欧州レース観戦が楽しくなる秘訣 

裏＆表 
ゲスト：三船雅彦 

中野喜文 

14:00～14:30 

サイクルトレイン「B.B.BASE」  
by JR東日本 

ゲスト：団長安田（安田大サーカス）、白戸太
朗、岩田淳雄（バイシクルクラブ編集長）、宮

澤崇史、上田藍、絹代 

14:30～15：00 

Tacx presents お部屋でもがこう！！ 
平野由香里の体汗サイクルトレーナー 

ゲスト：平野由香里 

16:30～17:00 

絶景を走る! 海外サイクリングの楽しみ方 
ゲスト：今中大介 

13:00～13:30 

栗村修×サッシャ トークバトル！ 
栗村修 ＭＣ：サッシャ 

11:30～12:00  

好むと好まざるとに関わらず 
「シェアサイクル時代」 
がやってきたッ……!?  

ゲスト： 疋田智 

11:30～12：00 

高機能ビデオカメラ付きGPSサイコン
「Xplova X5-Evo」発表会＆X5-Evoが

当たる！じゃんけん大会 
ゲスト：安田大サーカス 団長安田 

ＭＣ:絹代 

10:30～11:15 

豪華賞品が当たる！自転車で走りたい。
ご当地クイズ大会 

16:00~16:30  
“ツール・ド・フランス”総合優勝4回！ 
ダブルツール達成の現役最強レーサー 

 クリス・フルーム 
 プレミアムトークショー 
ゲスト：クリス・フルーム 
ファウスト・ピナレロ 



より速く、より強くなりたいアスリート志向のサイクリストを対象に、「自分の能⼒をより高める
ための専門性の高いセミナーを連日開講します。目指す走りに近づくためのペダリング講習会や、
蓄積した自分のデータをトレーニングに生かすパワートレーニング＆パワーメーター徹底活用術、
日々のトレーニングとレースで疲労した体のケアに至るまで、さらなるレベルアップを目指すレー
サーに向けて、業界屈指の講師陣がその極意を伝授します。（受講料1,500円/1回） 

アスリートワークショップ 

ライダーの身体的特徴に基づ
いた強化ポイント＆ケアポイ
ントを長年ヨーロッパのトッ
ププロチームでマッサーを務
めてきた中野喜文さんが解説
します。 

中野喜文 

プロ選手引退後も、“パリ～ブレスト～パリ（PBP）”や“ロンドン～エジン
バラ～ロンドン（LEL）”など、距離1,000kmを超すウルトラロングライド
（ブルベ）に挑戦し続ける男、三船雅彦さんの強さの秘訣は日々の走りを記
録するレコーディング練習にあります。今年7月に行われた“LEL”の総距離
1,441km・獲得標高約11,000mを約81時間20分で走り切った模様を写真
と共に振り返りながら、実際にロングライドを走る際の重要ポイントも解説
いただきます。 

「レコーディング練習が目標達成！三船式・超ロングライド攻略塾」 

三船雅彦 

仕事をしながらのトレーニング法や目標
設定法から安全に自転車イベントを走り
きるための大切な基礎トレーニングなど、
サラリーマンサイクリスト必見です。 

「レースデビューを目指す！ 
サラリーマン・ロードバイク教室」 

須田晋太郎 山根理史 

今回は、アメリカのパワー
トレーニングの権威ハン
ター・アレンから直接コー
チング法を伝授された中田
尚志さんが、パワーメー
ターを使ったトレーニング
の基礎や体重コントロール
のテクニックをレクチャー
します。 

パワートレーニングのススメ 
基本編とウエイトコントロール 

中田尚志 

「あなたの身体はどのタイプ？ タイプ
別ライディング＆セルフケア講座」 

11/4(土) 
11:00~12:00 

11/4(土) 
13:00~14:00 

11/5(日) 
11:00~12:00 

11/5(日) 
13:00~14:00 

アスリート志向のサイクリストのためのセミナーが多数開催！ 

「効率のいいペダリング」と言われても、すぐに実践するのは難しいですよ
ね。しかし、“チェーンへの伝達”“身体の重さを制する”“重⼒を味方にする”
という3つのキーワードを理解して乗り続ければ、効率のいいペダリングへ
のレベルアップは格段に早くなります。MTBからトライアスロン、ロード
バイクライドまで精通したドクターTKこと、竹谷賢二さんが分かりやすく
実演＆解説。乗り始めてすぐの超初級者から、より速く走りたい上級者まで
即効理解できるスペシャル講座です！  

「竹谷賢二の即効レベルアップ！ペダリング実演講座」 

竹谷賢二  

11/5(日) 
15：00～16：00  

「基礎に立ち返って強くなる！ 転び方か
ら始める安全＆快速トレーニング講座」 

11/4(土) 
15：00～16：00  

プロ選手からホビーライダー
まで幅広く指導をする安藤隼
人さんに、ラクに速く、そし
て安全に走るための自転車の
いろはを実践解説してもらい
ます。  

安藤隼人  



12：00 

15：00 

16：00 

10：00 

◆アスリートワークショップ当日タイムテーブル（会場：幕張メッセ） 

14：00 

17：00 

13：00 

※当リリースの内容は都合により、変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

11：00 

11月5日（日） 11月4日（土） 

11:00～12:00 
 

「レースデビューを目指す！ 
サラリーマン・ロードバイク教室」 
ゲスト：山根理史・須田晋太郎 
（株式会社ウォークライド） 

13:00～14:00 
 

「パワートレーニングのススメ 
基本編とウエイトコントロール」 

ゲスト:中田尚志 
（Peaks Coaching Group-Japan） 

15:00～16:00 
 

「竹谷賢二の即効レベルアップ！ 
ペダリング実演講座」 

ゲスト:竹谷賢二 
（SPECIALIZED契約アドバイザー、 

(株)エンデュアライフ 代表） 

11:00～12:00 
 

「あなたの身体はどのタイプ？ 
タイプ別ライディング＆セルフケア講座」 

ゲスト：中野喜文 
（エンネ スポーツマッサージ治療院） 

13:00～14:00 

 
「レコーディング練習が目標達成！ 
三船式・超ロングライド攻略塾」 

ゲスト：三船雅彦 
（株式会社マッサエンタープライズ） 

15:00～16:00 
 

「基礎に立ち返って強くなる！ 
転び方から始める安全＆ 
快速トレーニング講座」 

ゲスト：安藤隼人 
(スマートコーチング主宰) 

※有料：受講料1500円 



『弱虫ペダル × チームキープレフト 

『弱虫ペダル』と『眼鏡市場』がタッグを組んだコラボメガネの
第2弾が発売されることが決定。今回は自転車大好き芸人・団長
安田さん（安田大サーカス）をお迎えし、『眼鏡市場』×『弱虫
ペダル』第2弾コラボメガネの詳細を発表いたします。 

今年も大人気ロードレースマンガ「弱虫ペダル」と 
サイクルモードがスペシャルコラボレーション！ 

コミックス累計発行部数1,700万超の大人気サイクルロードレースコミック『弱虫ペダル』とサイ
クルモードのコラボレーションを今年も行います。 

メインステージでの原作者の渡辺先生によるスペシャルトークショー以外にも、チャリティーサ
コッシュサイン会、会場でしか手に入らない限定グッズの販売を予定。さらに会場の外で開催され
るオフロードレース「弱虫ペダル スターライトクロス」では渡辺先生と一緒に自転車で走る事の出
来る「弱虫ペダルシクロクロスライド」など弱虫ペダル関連のコンテンツが多数登場します。 

チームキープレフトブースにて渡辺航先生によるサコッシュのサ
イン会を行います。 
※サイン会への参加は抽選となります。詳細は下記よりご確認い
ただくことができます。 
http://www.cyclemode.net/yowapeda/ 

『眼鏡市場×弱虫ペダル』 第2弾コラボメガネ先行発表会 11/3(金) 
12:45~13:15 

弱虫ペダルチャリティーサコッシュサイン会 11/3(金)11:45~ 
11/5(日)13:45~ 

「チームキープレフト＝自転車は車道の左側走行」この当たり前
のマナーを啓発するプロジェクトに賛同していただいた弱虫ペダ
ルとのコラボレーショングッズを限定販売します。今回はライド
でも普段使いでも重宝出来るオリジナルタオルとなっています。 
渡辺航先生描き下ろしのキャラクター達があしらわれており、ま
た「キープレフト」の意識を広く発信するともできる、ここでし
か手に入らないスペシャル啓発グッズです。 

サコッシュや『弱虫ペダル×TKL コラボレーショングッズも発売 

内容 時間 場所

弱虫ペダルスターライトクロス（C4A） 10:45～11:15 幕張海浜公園　Gブロック

サコッシュサイン会 11:45～12:45 チームキープレフトブース

トークショー 13:20～13:50 メインステージ

JBCF年間アワード 14:45～15:30 メインステージ

弱虫ペダルスターライトクロス （ファンライド） 15:40～15:55 幕張海浜公園　Gブロック

トークショー 12:15～12:45 メインステージ

サコッシュサイン会 13:45～14:45 チームキープレフトブース

自転車名人就任セレモニー 15:00～15:30 メインステージ

11/3(金・祝)

11/5(日)



CYCLE MODE international 2017 開催概要 

◆日  時 
11月3日(金・祝) 10:00～18:00  ※販売店関係者 9：30～ 優先入場 
11月4日(土)   10:00～18:00    ※販売店関係者 9：30～ 優先入場 
11月5日(日)      10:00~17:00  
  
◆場  所： 幕張メッセ 1～4ホール  
 
◆主  催： サイクルモード実行委員会(テレビ東京/テレビ大阪/テレビ大阪エクスプロ) 
 
◆入場料： 【前売券】 
 （税込）  前売券 1,200円 、女性券 1,000円、2日券 1,900円  
 【当日券】 
  当日券 1,600円 、WEB当日券 1,400円 
       
       ※中学生以下無料 
       ※チームキープレフト会員は期間中フリーパス 
 
◆お問い合わせ先： サイクルモード事務局 TEL：03-3239-3155 (平日11:00～18:00) 
 
◆公式ウェブサイト： http://www.cyclemode.net/ 
 
◆後援： 経済産業省、国土交通省、自転車活用推進本部、千葉県、千葉市 
     (一財)自転車産業振興協会、(一財)日本自転車普及協会、(一社)自転車協会 
     (公財)日本自転車競技連盟、(公社)日本トライアスロン連合、 
     日本マウンテンバイク協会、日本経済新聞社 
 
 
＜屋外フィールド 開催概要＞ 
 
名称 ： 弱虫ペダル STARLIGHT CROSS in CYCLE MODE 
開催日： 11月3日（金・祝）  
場所 ： 幕張海浜公園 Ｇブロック 
主催 ： スターライトクロス実行委員会 
内容 ： シクロクロス、レース 
公式サイト： http://starlightcross.com/  
 
名称 ： 第2回 JBCF 幕張新都心クリテリウム in CYCLE MODE 
開催日： 11月3日（金・祝） 
会場 ： 幕張メッセ 北側周回公道（約1km/周） 
主催 ： 一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟（JBCF） 
共催 ： 千葉市 
内容 ： クリテリウムレース 
公式サイト ： http://www.jbcf.or.jp/races/20171103_id=15009 
 
名称 ： オフロードバイクデモ ※試乗誓約書への記入が必要です。 
開催日： 11月4日（土）・5日（日） 
場所 ： 幕張海浜公園 Ｇブロック 
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