
トライアンフ ナショナルラリー ナショナルラリー開催内容



2014 トライアンフ・ナショナル・ラリーin 清里 
開催日： 
9月20日（土） 
11：00～16：00 ※雨天決行ですが、状況によっては 

18:00～20:00 宿泊付パーティー(ホテル・トライアンフ 

会場： 
サンメドウズ清里 ハイランドパーク内駐車場 
〒407-0311 山梨県北杜市大泉西井出8240-1 

主催： 
トライアンフジャパン株式会社 

対象： 
トライアンフモーターサイクルのオーナー(年式問いません 
ド車両のライダー、 イベントに興味を持つ方 

エントリーフィー（参加費）： 2,000円(参加記念品付 

エントリーの特典 
1. 参加記念品 

1)オリジナルイヤーピンをプレゼント 
2)オリジナルリストバンド 

参加費をお支払いいただいた証明となります 
す。 

2．じゃんけん大会への参加 
3．試乗会への参加 
4．ライディングレッスンへの参加 （先着10名様） 
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清里 

によっては中止することもございます。 

ホテル・トライアンフ/ 200名様限定） 
※申し込み終了いたしました。 

TEL:0551-48-4111 

いません)、トライアンフに興味のある方、他ブラン 

参加記念品付き) 

となります。リストバンドのご呈示で会場の出入りは自由で 

）



イベント内容 

●トライアンフ試乗会 開催時間：11：00～12：00、12 

会場周辺の公道を走る 約３kmのロングコースでの試乗会 
能いただけます。 

・試乗車（試乗車の内容は変更になる場合があります 
ボンネビル、スクランブラー、アメリカ、サンダーバードコマンダー 
ルR、デイトナ675R、タイガー800XC 

●トライアンフ展示会 開催時間：11：00～16：00 

トライアンフの魅力あふれる車両を展示します。 
展示車両ラインナップ・・・ ボンネビル、ボンネビルT100 
トリプル85、ストリートトリプルR、デイトナ675、デイトナ675R Ace Cafe 
トロフィーSE 

●ステージイベント 開催時間：13：35～14：05 
モータージャーナリストスペシャルトークショー「おやじライダーの 
個性あふれるモーターサイクルジャーナリストによりフリートークショー 
雑誌、TVでは聞けないエピソード満載です。 

江本陸 
（エモト リク） 

風間深志 
（カザマ シンジ） 

NATIONAL RALLY 
In KIYOSATO 2 

12：45～15：30 

試乗会。トライアンフモーターサイクルの魅力を十分にご堪 

があります） 
サンダーバードコマンダー、ロケットⅢ、ストリートトリプル85、ストリートトリプ 

T100、スラクストン、サンダーバードLT、ロケットⅢ、ストリート 
675R Ace Cafe、タイガー800、タイガーエクスプローラー、 

おやじライダーの言いたい放題」 
あふれるモーターサイクルジャーナリストによりフリートークショー。 

ケニー佐川



イベント内容 

●スタントショー・・・ 《 SKFREESTYLE SHIN 木下真輔 
開演時間： 
1回目11：15～11：35 
2回目13：10～13：30 

木下真輔さんの経歴 
ストリートトリプルを使った、迫力のスタントショー。ロケット 
2011年 アメリカのモンスターエナジーと契約しアメリカの 
ヨーロッパSTUNT GP 2014 World Champioinship of EMS Federation in Stunt Riding 
STUNT GP 2014 World Champioinship of EMS Federation in Stunt Riding 
アメリカでの最高順位は2位 

●ステージライブ ・・・《 ナナマリ 》 
開演時間： 
1回目12：00～12：20 
2回目14：25～14：40 

ナナマリさんの経歴 
シンガーソングライター、ボサノバギター弾語り。埼玉県出身 
南麓に暮らす。ブラジル音楽に傾倒し、2005年より山梨県内 
心にボサノバ弾き語りの演奏活動を開始。 

●ステージイベント ・・・ 出版社トークショー 
開催時間： 
12：25～12：55 「二輪車専門誌に編集長・編集部員 
普段雑誌では分からないバイク雑誌編集者の素顔トーク 
（予定・・・エイ出版、八重洲出版、バイクブロス、モーターマガジン 

●ステージ ライブフォトセッション ・・・ 《 トライアンフガールズ 
開演時間：14：45～15：05 
謎の美女軍団が魅せる迫力のダンスショー 

●ステージイベント ・・・ 電動バイク MIRAI スペシャル・プロモーション 
開催時間：14：10～14：20 
2014年度パイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライム 
参戦したチーム・MIRAIが実際に走行したバイクを展示 
兼ね備えた、トライアンフのデイトナが使用されています 
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木下真輔 》 

ロケットⅢのデモンストレーション走行。 
しアメリカの選手権へ全戦参戦 

of EMS Federation in Stunt Riding 結果 5位 
of EMS Federation in Stunt Riding 結果 7位 

埼玉県出身。2004年に山梨県に移住、標高約1000ｍ八ヶ岳 
山梨県内、都内のライブハウスやレストラン、ホテル等を中 

編集部員のトークバトル」 
トーク、秘話満載です。 

モーターマガジン、内外出版社） 

トライアンフガールズ 》 

スペシャル・プロモーション 

パイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライム電動バイク部門に 
展示。フレームには信頼性と軽さを 

されています。迫力のモーター音をお楽しみください。



●じゃんけん大会 
開催時間：15：20～15：50 
じゃんけん大会で豪華賞品が当たる！ 

●バイクコンテスト・・・表彰式 
開催時間：15：15～15：25 
パーキングスペースのトライアンフ車両からコンテストを 

●ケニー佐川のライディングレッスン 
開催時間：12：00～13：00 
限定10名様、先着順受付にてのお申し込みとさせていただきます 
バイクジャーナリスト佐川健太郎氏を講師に迎え、ライディングのワンポイントレッスンを 
キメキ上達！誰でも簡単Uターン」 

●出店スペース 
営業時間：11：00～16：00 
＊用品販売など） 

・トライアンフ横浜北、トライアンフ浜松、エースカフェ 
D3Sport、アイアンハート 

＊販売、撮影会、トークショーなど） 
・エイ出版、内外出版、バイクブロス、八重洲出版 

＊プロモーション） 
・トライアンフ・チームD;rex、MIRAI、地球元気村、 
in Thailand 

●飲食コーナー 
施設内のレストラン、売店等が利用可能です。 

●メイン出演MC 《 近藤スパ太郎 》 
ライダーと役者経験を活かし、番組パーソナリティー、 

イベント内容 
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からコンテストを行い表彰します。 

みとさせていただきます。 
ライディングのワンポイントレッスンを行います。「短時間でメ 

エースカフェ、クシタニ、ツラーテック、デイトナ、ライコランド、 

八重洲出版、モーターマガジン、クレタ、造形社 

、バイクヒッチハイクサービス、トライアンフツーリング 

、レポーター、ナレーターとして幅広く活躍中。



●南アルプス・富士山を眺望 パノラマリフト 
パノラマリフト山頂から徒歩1分の所にある展望ヒュッテでは 
やドリンクなどを販売しております。清里スカイソフトはこの 
ぜひ一度ご賞味ください。 

●サンメドウズ清里ショップ・レストラン情報 
ショップマウンテンファン＆旬彩館 
山梨の名産品をはじめ、地元ならではのお土産やオリジナル 
リゾートならではのワンランク上のマウンテングッズも 

レストラン サンダンス 
清里を味わう新しいバイキングが登場。「清里高原 
イブコーナー。自家製ワイン風味のビーフをシェフが 
は野菜マルシェ。色とりどりの野菜で自分だけの 

清里ベーカリー 
サンメドウズに焼きたてパンが味わえるパン屋さんが 
時、お土産にピッタリ。クロワッサンやメロンパンのオーソドッグなパンのほか 
クリームパンなどのサンメドウズオリジナルの焼き 

清里カフェ 
八ヶ岳の最高峰、赤岳を眼前に楽しめるロケーション 
山の心地よさを味 わえるカフェでゆっくりとした時間 
しめるフルーツたっぷりのパンケーキをご用意いたしますので 
ただけます。 
営業期間 7月19日(土)～9月23日(火・祝） 場所 フラワーリフト 

サンメドウズ清里のご案内 
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パノラマリフト（有料） 
ヒュッテでは、サンメドウズ名物の「清里スカイソフト」 

スカイソフトはこの山頂でしか味わえないソフトクリームです。 

情報 

やオリジナル商品を豊富にラインナップ。さらに高原 
のマウンテングッズも充実している清里最大級のショップです。 

清里高原ナチュラルブッフェ」 シェフが目の前で調理するラ 
のビーフをシェフが腕を振るって調理いたします。 もう一つの目玉 

組み合わせや、盛り付けをお楽しみくださいませ。 

さんが登場!。朝一番のモーニングや、小腹がすいた 
クロワッサンやメロンパンのオーソドッグなパンのほか、野菜パンや、ピザパン、 

き立てパンをお楽しみい ただけます。 

しめるロケーション。清里高原で一番標高が高く、天然の涼しさと 
時間をお楽しみいただけます。 ふわふわな食感が楽 
いたしますので、散策のご休憩や、お食事でご利用い 

フラワーリフト山頂横 座席数 100席



イベントタイムスケジュール 

メイン会場 スタントエリア 

開演 

イベント 

15:30 

15:20 

13:10 

11:00 

11:10 

11:20 

12:30 

12:40 

12:50 

13:00 

14:00 

11:30 

14:10 

14:20 

14:30 

13:20 

13:30 

13:40 

13:50 

15:50 

16:00 

14:40 

14:50 

15:00 

15:10 

15:40 

12:10 

12:20 

12:00 

11:40 

11:50 

じゃんけん大会 ３０分 
15:25‐15:55 

記念撮影 １０分 

開会の挨拶 

ジングル 

コンテスト表彰 １０分 

車両/出店紹介１０分 

スタント 
11:15 

ジャーナリスト 

トークショー 
（風間さん江本さん佐川さん） 

３０分 13:35-14:05 

ライブ 

ナナマリ２０分 
12:00-12:20 

出版社トークショー 

（エイ出版、八重洲出版、 

バイクブロス、内外出版社 
モーターマガジン） 

３０分 12:25-12:55 

記念撮影 １０分 

ライディングレッスン 

（佐川健太郎 

12:00 

トラガール ２０分 
14:45‐15:05 

スタント 
13:10 

MIRAI １０分 

14:10-14:20 

ライブ ナナマリ 

１５分14:25-14;40 
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スタントエリア 試乗会 

開演１１：００〜 

イベント終了16時 

試乗会 
11:00‐12:00 

試乗会 
12:45‐15:30 

試乗会 

休憩時間 
12:00-12:45 

スタント ２０分 
11:15‐11:35 

ライディングレッスン 

佐川健太郎）６０分 

12:00-13:00 

スタント ２０分 
13:10‐13:30



イベント会場・ホテルアクセス 

サンメドウズ清里 〒409‐1501  〒407‐0311  山梨県北杜市大泉西井出 

八ヶ岳ロイヤルホテル 〒409‐1501  山梨県北杜市大泉町西井出 

■お車・バイク 
でお越しの方 

■お車・バイクでお越しの方 
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山梨県北杜市大泉西井出8240‐1  TEL:0551‐48‐4111 

山梨県北杜市大泉町西井出8240‐1039  TEL：0551‐38‐4455
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