2019 年 10 月吉日
各位
報道関係各位

BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM
JAPAN CUP アフターパーティー開催のご案内
株式会社ミヤタサイクル

貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
株式会社ミヤタサイクル
株式会社ミヤタサイクル(本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：高谷
本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：高谷 信一郎)は、
は、10 月 19 日～20
日～ 日
に行われる「
に行われる「2019
2019 JAPAN CUP」に出場いたします『
CUP」に出場いたします『
」に出場いたします『BAHRAIN
BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM
TEAM』のメ
ンバーとロードレースファンが交流できるアフターパーティーをレース翌日の 10 月 21 日（月）
日（月）18 時 30 分より
品川プリンスホテル（港区高輪）
品川プリンスホテル（港区高輪）にて、先着
にて、先着 60 名程度の事前申し込み制で行います。

MERIDA BIKE で駆け、世界のトップカテゴリーで活躍する『
駆け、世界のトップカテゴリーで活躍する『
駆け、世界のトップカテゴリーで活躍する『BAHRAIN
BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING
TEAM』の選手、スタッフを囲んで、
』の選手、スタッフを囲んで、JAPAN CUP を振り返りながらの和やかな雰囲気の MERIDA ファミリ
』の選手、スタッフを囲んで、JAPAN
ーパーティーです。
参加予定メンバーは、
参加予定メンバーは、JAPAN
JAPAN CUP に出場します『
に出場します『BAHRAIN
BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM
TEAM』の
選手、スタッフ
、スタッフ。現時点での参加メンバーは
。現時点での参加メンバーは日本代表のエースとしても活躍する
。現時点での参加メンバーは日本代表のエースとしても活躍するチーム唯一の日本人「新城
日本代表のエースとしても活躍するチーム唯一の日本人「新城
幸也選手」、数々のワールド
幸也選手」、数々のワールドツアーレースで勝利を重ねるチームのエーススプリンター「ソニー・コルブレッリ
レースで勝利を重ねるチームのエーススプリンター「ソニー・コルブレッリ
選手」、2018
2018 年のツアー・オブ・ジャパンで個人総合 2 位を獲得、また今年のブエルタ・ア・エスパーニャにて
個人総合 15 位を獲得し、今後の活躍に期待の掛かる「ヘルマン・ペーンシュタイナー選手」など、世界で戦
う超豪華メンバーを予定＊しています。

＊メンバーは予告なく変更になる場合がございます。
メンバーは予告なく変更になる場合がございます。

参加プランは
参加プランは¥16,500
00 相当の MERIDA グッズ
グッズ付きプラン((¥16,500)とグッズ無しプラン
とグッズ無しプラン
とグッズ無しプラン（¥11,000
00）の２パ
ターンご用意いたします。
また期間限定キャンペーンとして
期間限定キャンペーンとして 9/28（土）～10/
10/14（月） の期間中にメリダ・グローバル・ディーラー
メリダ・グローバル・ディーラー
メリダ・グローバル・ディーラーにて
MERIDA バイク
バイク（MGD
MGD 商品対象）をご購入いただ
をご購入いただ
をご購入いただいたお客様
いたお客様を対象に先着
先着 20 名様
名様をアフターパーティー
アフターパーティー
へ MERIDA グッズ付きプランにて無料で
グッズ付きプランにて無料でご招待させていただきます
ご招待させていただきます。
ご招待させていただきます ＊1 台につき 1 名をご招待
をご招待、交通費など
、交通費などの参加費
以外は自己負担となります。

世界のトップライダーと過ごせる大変貴重な機会です。皆様のご参加を心よりお待ちしております。また申
し込みは先着順となります。
○日時
2019 年 10 月 21 日（月）18 時 30 分開会（18 時開場）

○場所
品川プリンスホテル メインタワー宴会場 22 階
https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/access/

○参加費（お一人様）
MERIDA グッズ付きプラン：16,500 円（税込）〔2 時間フリードリンク制〕
MERIDA グッズ無しプラン：11,000 円（税込）〔2 時間フリードリンク制〕

MERIDA グッズ付きプランの特典内容：

Bahrain TRUCKER CUP
¥4,400 円(税込)

¥6,600 円(税込)

ポロシャツ STYLE エディション
¥3,080 円(税込)

ツールボックス Large

BagPack SEVEN SLⅡ

¥1,100 円(税込)

MERIDA ノートブック
¥1,320 円(税込)

※小学生以下は参加無料(特典グッズ無し)とさせていただきます。
（但し保護者同伴での参加が必須となります。）
※60 名程度を定員とさせていただきます。申し込みは先着順となります。

○パーティーメニュー
ＢＡＨＲＡＩＮ ＭＥＲＩＤＡ ＰＲＯ ＣＹＣＬＩＮＧ ＴＥＡＭ選手と一緒に写真撮影&サイン会
ＢＡＨＲＡＩＮ ＭＥＲＩＤＡ ＰＲＯ ＣＹＣＬＩＮＧ ＴＥＡＭグッズやＭＥＲＩＤＡグッズが当たる抽選会
軽食&フリードリンク

○ゲスト
ＢＡＨＲＡＩＮ ＭＥＲＩＤＡ ＰＲＯ ＣＹＣＬＩＮＧ ＴＥＡＭ「ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ」参加予定選手

新城幸也選手

ルカ・ピベルニク選手

ソニー・コルブレッリ選手

ヘルマン・ペーンシュタイナー選手

ダミアーノ・カルーゾ選手

ドメン・ノヴァーク選手

〇応募方法
エントリーは 9 月 28 日(土)より先着順にて開始いたします。
「ＭＥＲＩＤＡ ＳＨＯＰ」へアクセス（http://shop.merida.jp/）
ＪＡＰＡＮ ＣＵＰアフターパーティーチケットを購入
銀行振込もしくはクレジットカードで決済
参加チケットは後日メールにて送らせていただきますので印刷して当日ご持参ください。
応募期日：2019 年 10 月 14 日(月) 23:59
【注意事項】
※お振込みを確認させていただき、正式なエントリー完了となります。
※定員になり次第お申し込みを打ち切らせていただきます。
※複数枚ご購入の方は、申込時に備考欄へ参加者のお名前を入力してくださいますようお願い申し上げま

す。

■MERIDA バイクご購入キャンペーン
対象期間中にメリダ・グローバル・ディーラーにて MERIDA バイク（MGD 商品対象）をご購入いただいたお
客様を対象に先着 20 名様をアフターパーティーに MERIDA グッズ付きプランにて無料でご招待します。

対象期間：9/28(土)～10/14(月)
対象店舗：メリダグローバルディーラー(MGD)
対象商品：MERIDA MGD 商品
募集人数：20 名(先着)
お申込み方法：ご購入時に MERIDA MGD ショップにてお申込み下さい。

「メリダ・グローバル・ディーラー（MGD）」とは
MERIDA のラインナップの中でも、専門性が高く、組み立て、アフターサポートに高度な商品知識が要求さ
れるモデルは「メリダ・グローバル・ディーラー（MGD）」契約販売店においてのみ取り扱われます。お客様は
サイズ選びやセッティングなど、購入の前後を問わず確かな商品知識と技術により「MGD」取り扱い限定モ
デルにふさわしいサポートを受けられます。

「MGD 商品」とは

＊このロゴがカタログ、ホームページなどで付いている商品が MGD 商品となります。

MERIDA のロードバイクや MTB ラインナップの中でもカーボンモデルや油圧ディスクブレーキなど専門性が
高く、高度な組立てが要求される商品を MGD 商品としています。MGD 商品はメリダグローバルディーラー
(MGD)のみ取扱いが可能となります。

【会社概要】
商号

： 株式会社ミヤタサイクル

代表者 ： 代表取締役 高谷 信一郎
所在地 ： 〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町 11-27
メットライフ川崎ビル 8F
設立

： 2010 年 6 月(創業 1890 年)

事業内容： 自転車の製造販売
資本金 ： 10,000 万円
URL

： http://www.miyatabike.com
本件に関するお問合せ先
株式会社ミヤタサイクル ブランドマネジメント部 担当原藤
TEL.044-221-0250/E-mail:harafuji-yutaka@gear-m.co.jp

