2019 年 12 月 吉日
報道関係各位

MERIDA バイク購入者限定
MERIDA CYCLING ACADEMY 優待プランのご案内
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。 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(本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：高谷 信一郎)は、この度、MERIDA 正
規ディーラーにて MERIDA バイクをご購入いただいたお客様を対象に MERIDA(メリダ)の試乗・展示施設
『MERIDA X BASE（メリダ・エックス・ベース）』（静岡県伊豆の国市）にて開催しております『MERIDA
CYCLING ACADEMY（メリダ・サイクリング・アカデミー）』の全講習からお好きなコースを 1 回無料でご体
験いただける優待プランを 12 月 20 日（金）より開始いたします。

○「MERIDA CYCLING ACADEMY」とは
お子様からプロを目指すライダーまで様々な目的に合わせて自転車の楽しさを体験しながらスキルアップ
を目指すプログラムです。プログラム内容は初級者講習、ロード講習、MTB 講習、シクロクロス講習、キッズ
スクール、メカニック講習の 6 タイプ。各講習を日替わりにて開催。自転車に乗り始めたい初級者からレベル
アップを図りたい中上級者まで、参加者のレベルに合わせた講習を実施いたします。
MERIDA X BASE スタッフやプロチーム所属選手など、経験豊富な講師が皆様のサイクリングライフのお手
伝いをいたします。

【対象店舗】
国内 MERIDA 正規ディーラー全店
【対象モデル】
MERIDA 全モデル

【対象講習】
・初級者講習（全カテゴリー）
ロードバイクやクロスバイクをはじめとした全カテゴリー対象。
乗り降り、停止、左右旋回など基礎動作をレッスンします。
・ロードバイク中級・上級講習
ヒルクライムやクリテリウムのレースやロングライドなどでのスキルアップを目指す方が対象です。
個々の参加者様のご要望に合わせた講習プランをご提案します。
・キッズスクール
遊ぶ感覚でサイクリングでの体の使い方や交通ルールなどを学び、楽しく安全なサイクリングを目指します。
・シクロクロス講習（9 月～3 月のみ開催）
MERIDA X BASE 近くのオフロードコースにて行います。
シクロクロスデビュー、上のクラスを目指す皆様をサポートします。
・MTB 講習
御殿場 MTB パーク FUTAGO や狩野川のオフロードコースを利用して、MTB のスキルアップを図ります。
・メカニック講習（洗車講習）
プロのメカニックによるメンテナンス講習プログラム。洗車の達人ともいわれるその技術を体験できます。

【講師】

〇品川 真寛（しながわ まさひろ）
2003 年 プロ選手生活スタート
2004 年 ロードレース全日本選手権 U23 クラス 優勝
2007 年 スキル・シマノ時代 パリ〜ルーベ日本人初出場
2017 年 MTB 全日本選手権マスターズ 1 位
2018 年 MTB 全日本選手権マスターズ 1 位
2019 年 MTB 全日本選手権マスターズ 2 位
CJ マスターズ シリーズチャンピオン

〇山田 将輝（やまだ まさき）
2014 年 南京ユースオリンピック出場
アジア MTB 選手権ジュニアクラス 3 位
2017 年 MIYATA-MERIDA BIKING TEAM 所属
2017 年 世界選手権 U23 ケアンズ大会出場
全日本選手権 U23

3位

2018 年 JCF MTB ナショナルランキング 18 位
2018 年 入社

〇添田 英雄（そえだ ひでお）
メカニック講習担当
1984 年 入社
1986 年～ 1990 年 宮田工業 自転車競技部所属
1990 年～ ミヤタレーシングチーム、チームミヤタのメカニックとして活動。
TEAM LAMPRE-MERIDA,BAHRAIN-MERIDA PRO CYCLING TEAM 来日時には、
チームメカニックサポートを担当。

【講座概要】
講座名 MERIDA CYCLING ACADEMY
日程 随時開催中（公式サイトにてご確認ください。）
場所

MERIDA X BASE
御殿場 MTB パーク FUTAGO

内容 初級者講習
ロードバイク中級・上級講習
MTB 講習
シクロクロス講習 ※9～3 月のみ開催
キッズスクール
メカニック講習（洗車講習）
※御殿場 MTB パーク FUTAGO 利用時には別途コース使用料 1,200 円（税抜）が必要です。
※MERIDA CYCLING ACADEMY 特別講習や特別イベントは対象外となります。
※講座の詳細・お申込は、MERIDA X BASE 公式 HP（http://www.merida.jp/x-base/）をご確認ください。
※初級者講習、キッズスクール以外のプログラムにつきましては当施設へとお問い合わせください。
※大変恐れ入りますが、現地までの往復交通費、宿泊費等は各自でご負担をお願いいたします。
※当日はロッカーを無料にてご利用いただけます。
※下記の備品を無料でご使用いただけます。
ヘルメット／グローブ／フロントライト／テールライト／ボトルケージ

※ペダルはフラットペダル、Shimano SPD、SPD-SL のみご用意ございます。
上記以外のビンディングシューズをご利用の場合は、ペダルをご持参ください。
※雨天、防寒対策は各自でご準備ください。
※中学生以下の方は必ず保護者の同伴が必要です。

【MERIDA X BASE とは】
『MERIDA X BASE（メリダ・エックス・ベース）』は静岡県伊豆の国市に位置し、「XCITING（EXCITING）」
「XCELLENT（EXCELLENT）」「XPERIENCE（EXPERIENCE）」の３つの X を掲げ、その卓越した技
術力と商品力を持つ MERIDA の「楽しさ」を「最高」の環境で「体験」することができる、国内外では他に類を
見ない規模のスポーツバイクの試乗・展示施設です。スポーツバイク市場を盛り上げ、伊豆半島全体をサイク
リングで活性化することを目指します。
【施設概要】
(1)名称

：MERIDA X BASE

(2)所在地 ：静岡県伊豆の国市田京 195-2 道の駅 伊豆のへそ内
(3)連絡先 ：TEL 0558-77-2727
(4)ホームページ ：http://merida.jp/x-base/
【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 MERIDA X BASE 事務局 担当：吉本
TEL： 0558-77-2727／E-mail： xbase@gear-m.co.jp

