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走ろう東北！MFJ 東北復興応援ツーリング 2017
開催決定!!
一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（以下、MFJ）では、本年 8 月に「走ろう東北！MFJ 東北復興応援ツー
リング 2017」を開催いたします。本イベントは、全国のオートバイライダーの皆様にご協力いただき、オートバイの機動
力を活かして、東日本大震災で被災した青森、岩手、宮城、福島の主に沿岸部の復興を応援するイベントです。
開催３年目を迎える今年は、8 月 1 日から 8 月末までの 1 か月間をツーリング期間として設定し、より多くのライダー
にご参加いただけるよう、参加費無料といたします。また、東北へのツーリングを計画する際の目的地となるよう、上記
の東北４県で開催されるイベントにて、MFJ 東北復興応援大使に就任した
平忠彦氏、風間深志氏と共に、参加ライダーの皆様をお出迎えいたしま
す。さらに、参加者の皆様には、楽しみながら東北をツーリングしてい
ただけるよう、ツーリング・ドライブのコミュニケーションメディア
“ROOTEE”をご利用いただき、ツーリングの計画を立てたり、おすすめ
スポットなど参加者同士の情報共有、交流の場を提供致します。
ライダーの皆様、今年の夏は本イベントにご参加いただき、ぜひ東北
にお越しください。

プレス、メディア各社の皆様におかれましては、事前告知にご協力いただきますとともに、ぜひ当日取材にお越しいた
だき、御社媒体にてご紹介いただきますようお願いいたします。

■走ろう東北！MFJ 東北復興応援ツーリングとは？
全国のバイクユーザーの方々のご協力を得ながら、東北沿岸部の復
興をサポートすることを目的にしたツーリング企画です。開催 3 年
目を迎える今年は 8 月 1 日～8 月 31 日までの期間に、東北エリア一
円、特に青森県・岩手県・宮城県・福島県の沿岸部を中心に、ツー
リングしていただきながら様々な復興応援活動を行っていただき、
そこで体験した事、感じた事などをレポートしていただきます。ま
た、参加者には現地で入手したおすすめルートや面白スポットなどを SNS に投稿していただき情報をシェアしていきま
す。また、ライダーの皆様が東北に足を運ぶきっかけとなる現地イベントも開催いたします。

■開催概要
・名称
走ろう東北! MFJ 東北復興応援ツーリング 2017
・ツーリング期間
2017 年 8 月 1 日（火）～8 月 31 日（木）
・ツーリング対象地域
東日本大震災で被災した福島県・宮城県・岩手県・青森県の沿岸部
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・主催
一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）
東北応援の旅・ツーリング 2017 実行委員会
・公認
国際モーターサイクリズム連盟（FIM）
・運営協力団体
特定非営利活動法人地球元気村/株式会社風間深志事務所、有限会社クライム・MFJ マーケティング、株式会社モビ
リティランド
・後援（予定・申請中含む）
観光庁、復興庁、宮城県、岩手県、福島県、青森県、一般社団法人美園タウンマネジメント、一般社団法人日本自
動車工業会、一般社団法人日本二輪車普及安全協会、一般社団法人全国二輪車用品連合会、全国オートバイ協同組
合連合会、河北新報社、NHK 仙台放送局、仙台放送、TBC 東北放送、ミヤギテレビ、エフエム仙台、その他
・参加費
無料（ROOTEE への無料登録が必要です）
・公式ホームページ

http://www.mfj.or.jp/touring/
■2017 年度 MFJ 東北復興応援大使に平忠彦氏、風間深志氏の就任決定！！
平 忠彦（たいら ただひこ） 氏
福島県南相馬市出身の元オートバイ全日本ロードレース最高峰５００ｃｃクラス 3 年連続チャンピオン。
数々の世界グランプリに参戦し輝かしい成績を納めたレジェンドライダー。今回東北被災地を参加者と共
にツーリングによって応援。

風間 深志（かざま しんじ） 氏
冒険家。オートバイによる史上初の北極点・南極点到達、チョモランマ挑戦時の世界最高高度記録
(6,005m)など 3 つの世界記録を持つ。パリ・ダカールラリーにおいて二輪部門での日本人初参戦など、オ
ートバイラリーのパイオニア。東日本大震災が発生した後、2011 年 4 月より南三陸町にベースキャンプを
設置しバイクで情報収集や物資輸送などを展開、約 100 日間にわたって支援活動に専念する

■走ろう東北！MFJ 東北復興応援ツーリング お出迎えイベント一覧
下記のイベントにおいて MFJ 東北復興応援ブースを出展し、東北復興応援大使によるライダーのお出迎えと募金活動な
どを行います。そして参加ライダーの皆様には、ツーリング・ドライブ コミュニケーションメディア ROOTEE によるモ
バイルスタンプの捺印を行い、東北復興応援ツーリングオリジナル缶バッジとシリアルナンバー入りステッカーをプレ
ゼント致します。また、東北復興応援大使は、各県イベント同日に下記の「お立ち寄りスポット」でもライダーの皆様
をお出迎えします。

宮城県 MFJ 東北復興応援ミーティング in SUGO
日程

8 月 5 日（土）

会場

スポーツランド SUGO

【宮城県 お立ち寄りスポット】

「閖上さいかい市場」

〒989-1301 宮城県柴田郡村田町菅生 6-1

〒981-1217 宮城県名取市美田園 7-1-1

URL：https://www.sportsland-sugo.co.jp/

URL:https://natori.in-shoko.com/saikai_ichiba/

ホスト 平忠彦（MFJ 東北復興応援大使）
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福島県 MFJ 東北復興応援ミーティング in よつくら港
日程

8 月 6 日（日）

会場

道の駅よつくら港
〒979-0201 福島県いわき市四倉町五丁目 218-1
URL：http://www.429-love.jp/

【福島県 お立ち寄りスポット】
磐梯吾妻スカイライン「浄土平レストハウス」
“ダンロップツーリングステーション”（8 月 6 日（日））
福島県福島市土湯温泉町鷲倉山
URL:http://ridersnavi.com/special/touringstation2017/

福島モトフェス
日程 8月5日（土曜日）、8月6日（日曜日）
会場 エビスサーキット 福島県二本松市沢松倉1番
地
URL:https://www.naps-jp.com/web/event/fukushim
amotofes/

ホスト 平忠彦（MFJ 東北復興応援大使）

青森県 三沢まつり
日程

8 月 26 日（土）

会場

三沢市ミスビードルドーム・三沢市アーケード街 他
【青森県 お立ち寄りスポット】

ホスト 風間深志氏（冒険家・MFJ 東北復興応援大使）

「青森県立三沢航空科学館」
〒033-0022 青森県三沢市大字三沢字北山 158

岩手県 初さんまうにアワビ帆立かきホヤわかめ祭
日程

URL：http://www.kokukagaku.jp/

8 月 27 日（日）

会場 大船渡市赤崎下蛸ノ浦漁港・鎌田水産株式会社 本社前
〒022-0007 岩手県大船渡市赤崎町字鳥沢 164-2
ホスト 風間深志氏（冒険家・MFJ 東北復興応援大使）

■ツーリング・ドライブ

コミュニケーションメディア「ROOTEE」™とは？

「ROOTEE™」は、株式会社インフル（本社:東京都渋谷区、代表取締役 宮下 崇）
が運営するツーリング・ドライブルートの投稿、共有メディアです。投稿された
写真の位置情報から、場所とルートを推測し、地図上に訪れたスポットがマッピ
ングされます。また、コメントと合わせて投稿することで、仲間や家族に思い出
のルートとして共有することが出来ます。これらの機能を東北復興応援ツーリン
グ用に特設ページとして提供します。また今回、本イベントに合わせ、スタンプ
ラリーで実績のある同社の「GoRally™」の機能も併せて活用することでイベント
を盛り上げます。スタンプを集めて復興応援優秀賞を目指そう！

■最優秀東北復興応援ライダー表彰
東北復興応援ツーリングに参加していただいたツーリングライダーの中から特に東北復興応援に貢献したツーリング
ライダーを「MFJ MOTO AWARDS」で表彰致します。選出方法は“ROOTEE”に投稿していただいた、ルート、写真、スタ
ンプの達成率などを総合的に評価し、より新しい東北の魅力を発信し、東北復興応援に貢献したライダー表彰致しま
す。表彰者には最優秀東北復興応援ライダー認定プレートを贈呈します。

■お問い合わせ
◎プレスリリースおよび取材に関するお問い合わせ
一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会
〒104－0045 東京都中央区築地 3 丁目 11 番 6 号築地スクエアビル 10 階
電話 03－5565－0900 Fax 03－5565－0908
E-Mail tohoku-touring@mfj.or.jp

◎運営に関するお問い合わせ
東北応援の旅・ツーリング 2017 実行委員会

事務局（河和田屋印刷株式会社

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-21-13

廣池ビル 2 階

電話 03-3200-7777

E-Mail

FAX 03-3200-2715

内）

tohoku-touring@mfj.or.jp
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