
 
2023 年 3 月吉日 

報道関係各位 

メリダジャパン株式会社 

 

集まれ！未来のトップアスリート 

MERIDA CYCLING ACADEMY キッズクラブを新設！ 

 

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。 

メリダジャパン株式会社(本社：神奈川県川崎市、代表取締役会長：髙谷 信一郎)

は、MERIDA(メリダ)の展示・レンタル施設 『MERIDA X BASE（メリダ・エックス・ベー

ス）』（静岡県伊豆の国市）にて『MERIDA CYCLING ACADEMY(メリダ・サイクリング・

アカデミー)』を開設、経験豊富なスタッフが一人一人の能力を引き出すプログラムを

開催、スポーツとしての自転車文化の浸透と発展を促進しております。その一環とし

て、2023 年 4 月 1 日から、未来のトップアスリート育成を目的とした『MERIDA 

CYCLING ACADEMY キッズクラブ』を新設いたしますのでご案内申し上げます。 

 



【MERIDA CYCLING ACADEMY キッズクラブとは】 

 

 

 

 

 

 

上記のビジョンをもとに、自転車デビューを目指す未就学児から本格的にレース参戦

する高校 1 年生まで、年齢、レベルに合わせたグループでトレーニングを行います。

「新しいことができた！」、自転車が「楽しい」「好き」という気持ちをお子様に知ってもら

いながら体力や技術を身につけると共に、元プロ選手や日本スポーツ協会公認自転

車コーチ 3 保有者の「経験豊富な講師陣」が MERIDA X BASE 周辺の「豊富なライド

環境」で、お子様の成長をサポートし世界で活躍するトップアスリートを育てていきま

す。 

 

また、「子どもが続けてくれるか分からないのに自転車を買わないといけない」 「成長

期ですぐ買い替えないといけない」といった親御さんの不安も解消できるように自転車

貸出プログラムもご準備しておりますので、安心してご参加いただけます。 

  

自転車が「楽しい」「好き」という気持ちを大切にし、子どもたちが持っている 

無限の可能性を広げることで、世界で活躍するトップアスリートを育てていきます。



【MERIDA CYCLING ACADEMY キッズクラブの特徴】 

1. 経験豊富な講師陣 

 

MERIDA X BASE Manager 

品川 真寛 

 
プロフィール 

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  

2006 年 スキル・シマノ時代 パリ～ルーベ日本人初出場 

2017－18 年 MTB 全日本選手権マスターズ 1 位 

2019 年 Coupe de Japon シリーズランキング マスターズクラス 1 位 

2022 年 MTB 全日本選手権 マスターズ 40 クラス 1 位 

救命救急 上級救命救急 受講 

日本スポーツ協会公認自転車コーチ３ 保有 

 

 

 

山田 将輝 

 
プロフィール 

2014 年 南京ユースオリンピック出場 

2014 年 アジア MTB 選手権ジュニアクラス 3 位 



2015 年 アジア MTB 選手権ジュニアクラス 3 位 

2017‐18 年 MIYATA‐MERIDA BIKING TEAM 所属 

全日本選手権 U23 3 位 

救命救急 上級救命救急 受講 

日本スポーツ協会公認自転車コーチ３ 保有 
 

 

 

特別講師 

小笠原 崇裕 

 

プロフィール 

2002 年からプロ選手として活動し、MTB 全日本選手権 XCO U23 クラスで優

勝。その後はアメリカ籍ワールドチームに日本人として初めて所属し世界

各地のレースに出場。また MTB 世界選手権 XCO に日本代表として 5 度出場

している。 

現在も現役選手として国内の大会に出場している他、後進の育成にも取り

組んでおり、特に小学生～高校生の年代のコーチングに力を入れている。 

公益財団法人日本自転車競技連盟 マウンテンバイクナショナルチームコ

ーチ 

国際自演者競技連合（UCI）公認マウンテンバイクレベル２コーチ 

公益財団法人日本スポーツ協会公認自転車コーチ 

一般社団法人全日本ろう自転車競技会ナショナルチーム（ROAD＆MTB） 

日本マウンテンバイク協会（JMA）公認インストラクター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. 世界基準のコース環境 

伊豆の日本サイクルスポーツセンターにある、世界基準のマウンテンバイクコース

を使用！※ユースクラスのみ 

基礎技術を磨き、ハイレベルなコースで実践的なスキルを身につけることができま

す。 

3．初めてのお子様でも上達、成長できるプログラム 

自転車は脚だけではなく、バランス感覚、心肺機能など全身を使って行うスポーツ

のため様々な能力を鍛えることができます。また幼いうちから取り組むことによって

コーディネーション能力を育むことができます。 

年齢にあったトレーニングプログラムで、自転車歴の浅いお子様から、レース参

戦、そしてトップアスリートへとステップアップしていく事ができます。 

 

4. スポーツバイクブランド直営のスクール 

スポーツバイクブランド「MERIDA」直営のスクールのため、技術などを教えるだけ

ではなくレース参戦へのサポートや身体にあったバイク選びまでサポートいたしま

す。 

 

5. 無料体験レッスン 

「いきなりの入会は不安」という方には、無料体験レッスンも随時受付していますの

で、お気軽にご参加していただけます。 

 

6. 無料バイクレンタル 

自転車を持っていなくても OK！体に合った自転車を無料でお貸出し。 

手ぶらで参加していただけます。 

 

 

 

 

 

 

 



【入会案内】 入会金無料キャンペーン！6 月 30 日まで 

 
【入会特典】 

１． MERIDA バイク割引購入制度 

加入者とそのご家族は MERIDA バイクを特別価格でご購入いただけます。 

 

２． 当社開催レースへの無料ご招待 

当社が開催するレースイベントへの無料エントリー権利。※2023 年秋頃開催予定 

 

３．レースサポートプログラム無料 

  MTB レース会場でユーザーサポートを行っている「MIYATA‐MERIDA BIKING 

TEAM」のレースサポートプログラムのうち、試走時アドバイスや、レース後の洗車

サービス等を無料でご利用いただけます。※ブース出展時に限ります。 

 

４．指定 MTB パーク使用料割引 

  本プログラムにご賛同いただいている下記 MTB パークご利用時の利用料金割引 

 

・DK FREERIDE MTB PARK 

・ForestBike 

・Fujiyama Power-line Trail 

  ・御殿場 MTB＆RUN パーク FUTAGO 

・ふじてんマウンテンバイクパーク 

 

５．MERIDA X BASE パンプトラックコース利用無料 

※グループ３、ユースのみ 

 

【入会方法】 

MERIDA X BASE にお越し頂いてのご入会手続きとなります。 

3 月 8 日(水) 受付開始 

 



【MERIDA X BASE とは】 

 
MERIDA 国内取扱全車種の展示・レンタルをはじめ、様々なコンテンツを取り揃えた

世界 大級のサイクリング施設。「XCITING（EXCITING）」、「XCELLENT

（EXCELLENT）」 、「XPERIENCE（EXPERIENCE）」の 3 つの X をコンセプトに 

MERIDA の「楽しさ」を「 高」の環境で「体験」することができます。 また、ご購入前

の検討だけでなく、様々なイベントやサイクリング途中の休憩施設や集合場所として、 

さらにはご購入後のサイクリングハブ施設としての利用も可能な施設です。 

 

所在地 ：〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京 195-2 IZUVILLAGE 内 

営業時間 ： 9:00～17:00 

定休日 ： 年中無休（年末年始除く） 

TEL  ： 0558-77-2727 

MAIL ： xbase@gear-m.co.jp 

URL   ： https://www.merida.jp/x-base/  

 

 

【会社概要】 

商号    ： メリダジャパン株式会社 

代表者  ： 代表取締役会長 髙谷 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 6F 

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    ： https://www.merida.jp/  

 

 

本件に関するお問合せ先 

MERIDA X BASE  

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


