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【ルート】 

距離 40 ㎞

獲得標高 400m
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【イベント概要】 

2020 年 1 月 4 日（土） 13:00～17：00 (受付開始 12:30) 

参加料 200 円（税込） 賠償責任保険代 

     ※静岡県自転車条例施行に伴い、自転車保険への加入が必須となりました。 

     ※レンタル料金は含まれておりません。別途お申し込みください。 

定員       20 名(最小催行人数 5 名) 

参加資格：MERIDA バイクオーナー 

※他社製品をお乗りの方も MERIDA X BASE でバイクレンタルをご利用いただく事でご参加いただけま

す。  

イベント参加者に限り 4 時間コースを通常価格の半額にてご利用頂けます。 

※ご希望車種により台数に限りがございます。ご了承お願い致します。 

※レンタルの車種は先着順となります。 

※車種によりレンタル料金が変動いたします。 

受付締め切り 1 月 3 日(金) 

講座の詳細・お申込は、MERIDA X BASE 公式サイトをご確認ください。 

http://www.merida.jp/x-base/ 

 

【スケジュール】 

12：00～ 受付開始 

13：00～ 開会式 レバンテフジ静岡チーム紹介 

13：30～ 出発 

15：30  MERIDA X BASE 到着 

16：00  解散 

 

【注意事項】 

※XPERIENCE チケットの使用はできません。 

※大変恐れ入りますが、MERIDA X BASE 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。 

※MERIDA X BASE にてロッカーをご利用いただけます。 

※冬季のライドとなりますので、ウィンドブレイカーなどの防寒着を携帯する事を推奨いたします。 

※小銭の携帯を推奨いたします。 

※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 

                   リーガル川崎ビル 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／山田 

TEL： 0558-77-2727／E-mail： xbase@gear-m.co.jp 


