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Vol.15　2005年11月3日発行
11月2日の入場者数   8 4 , 9 0 0 人
入場者数累計 1 ,0 3 0 , 1 0 0 人

今日のイベント（予定）　2005年11月3日（木・祝）

楽しい遊び場から
ベビーベッドまで

　二輪車、部品エリアとなっている北ホールの一角を華やか
に彩っているのが、ハーレーダビッドソン、トライアンフなど、
海外二輪車メーカーのブース。アメリカンタイプの大型クルー
ザーあり、流麗なフルカウルのレーサーレプリカあり、またノ
スタルジーを感じさせるレトロな雰囲気のモデルあり。個性的
かつ多様さにあふれた展示が人目を引いている。
　日本市場における輸入車のセールスは、総じて好調だ。輸
入二輪車の中心は、排気量750cc以上のいわゆる“大型バイ
ク”である。かつて日本では、400ccを超える排気量の二輪車
の運転について、厳しい規制がかけられていた。96年の免許
制度改正で大型二輪車免許が新設され、大型バイクを簡単
に運転できるようになったことが、輸入車の需要を一気に押
し上げる要因となった。
　今年4月、高速道路における二輪車の2人乗りが解禁され
たことも、輸入車にとっては追い風となるファクターだ。アメリ

カやイギリスなど、ロングツーリングの文化がある国では、2人
乗りに向いたモデルが多く作られているためだ。
　モータリゼーションの勃興～発展期においては、二輪車は
庶民の重要な交通手段としての役割が大きく、モータリゼー
ションが成熟するにつれて、次第に趣味の道具という色合い
が濃くなるという傾向がある。日本は二輪車大国として不動
の地位を築いており、優秀なモデルを数多く送り出している
が、当の日本市場はすでに成熟期を迎えており、海外メーカ
ー製、なかでも趣味性の高いモデルが存在感を大いに主張
できる環境にある。
　二輪車市場全体が縮小傾向にあるなか、国産メーカーのビ
ッグスクーターとともに人気を博している輸入車は、市場活
性化の原動力としての期待もかかる。今モーターショーに出
展する海外メーカー8社のブースの活況ぶりは、その動向のメ
ルクマールと言えよう。

“華麗な饗宴”人気の大型輸入バイク

※天候等の都合により予定が変更になる場合があります。

グが差別化のカギになる」と語り、今後“カロッツェリアの時代”が
到来するという見方を示した。
　その後パネルディスカッションが行われ、電気自動車「エリー
カ」の製作を指導している慶應義塾大学の清水教授が「人間は前
方向の加速に快感を覚える。加速に優れる電気自動車はスポーツ
カー向き」、エッセイストのパンツェッタ氏は「ヴィンテージカーは
美術品と同じ。いつまでも価値の色あせないクルマを作ってほし
い」などと、クルマについてのそれぞれの持論を展開。最後は、革
新とオリジナリティの創造というカロッツェリアの精神は、そのま
ま人間の生き様にも適用されるものであると締めくくられた。

　革新とオリジナリティというふたつのコンセプトで、常にクルマの
世界をリードし続けてきたデザイン工房、カロッツェリア。その軌跡
と現在、および未来について、世界を代表するカロッツェリア、ピニ
ンファリーナ社のデザインディレクター、奥山氏が講演を行った。
　カロッツェリアがイタリアに集中している理由や、そのデザイン
力の高さの背景などについて、多角的に解説。さらに「燃料電池が
主流になれば、ハードウェアではなくブランディングやプランニン

＊クリーンエネルギー車同乗試乗会
 10：30～16：30　   

（幕張海浜公園内　メッセ周辺公道）
特設専用コース

東京モーターショー2005シンポジウム（11月1日開催）

　乳児・幼児サービスセンターは、会場北ホール2階エスプラナードにあ
る。託児所コーナー受付で、運転免許証や母子手帳、パスポートなど保護
者の身分証明書を示せば、3～6歳までの幼児を2時間を限度に無料で預か
ってくれる。
　施設には常時6～8人のベビーシッターが待機、56畳敷きの広々とした遊
び場には楽しい遊具が色々と用意してあって、街のちょっとした保育園並
み。託児所の向かい側には授乳用ポットもある授乳コーナーやベビーベッ
ド室、保護者の休憩所が設けられていて、連日たくさんのお母さんが訪れ
る。
　開設している時間は平日が10時～18時、土・日・祝日が9時半～19時。
土・日・祝日の14時頃は混み合うそうだ。

　北ホール2階の「こども広場」で開催中の「幼児くるま絵画展」。東京
モーターショーの期間中、千葉市内にある51の幼稚園に通う年長組園
児の作品3,404点を、前期と後期の2回に分け展示している。
　今回のテーマは「僕も私もカーデザイナー“あったらいいなこんな
車”」。空を自由に飛べたり、お魚のように海に潜って泳げたり、時には
土の中を穴を開けながら突き進むドリルカーなど、アイデアあふれる
“傑作”ばかり。中には、デコレーションケーキなどのお菓子やお花
畑、森林、動物、遊園地などが突然、未来カーに“変身”して走り出す
という夢のある楽しい作品も……。

楽しい遊び場から
ベビーベッドまで
乳児・幼児
サービスセンター

■基調講演
　パネリスト：奥山清行氏　ピニンファリーナ社デザインディレクター
■コーディネーター
　馬場錬成氏　元読売新聞論説委員／東京理科大学専門職大学院教授
■パネリスト
　パンツェッタ・ジローラモ氏　エッセイスト
　清水浩氏　慶應義塾大学環境情報学部教授
　マリ・クリスティーヌ氏　異文化コミュニケーター
■主催：(社)日本自動車工業会

カロッツェリアの世界
──加速する世界のこだわりとジャポニズム──

クイズでがってん！
自動車リサイクル法 どっちが正しいでSHOW
（国際会議場2階・国際会議室）

＊シンポジウム
 14：00～16：00　　　

大人も顔負け、
“夢のクルマ”オンパレード

フェスティバルパーク（西休憩ゾーン）

＊トラフィック戦隊アンゼンジャーショー
 10：30～11：10
 13：10～13：50　
 15：30～16：10

フェスティバルパーク
（中央休憩ゾーン）

＊少年少女モーターサイクルスポーツスクール
 10：00～12：10　
 14：00～16：10

フェスティバルパーク
（西休憩ゾーン）

＊白バイデモ
 11：30～12：00
 14：00～14：30

「幼児くるま絵画展」に3,404 の作品

フェスティバルパーク
（西休憩ゾーン）

＊千葉県警音楽隊
 12：00～13：00イタリア大使館

マリオ・ボーヴァ 
駐日イタリア大使

VIP来場
2005年11月2日（水）

奥山清行氏奥山清行氏



外国二輪車展示ブースI M P O R T E D  E X H I B I Tハーレーダビッドソン ジャパン（HDJ）
WP7機種を一挙大公開、ドラッグレース専用モデルも

「HP2 Enduro」アジア初披露、「K1200 S（ストリップモデル）」を参考出品

DUCATI JAPAN
「Monster S2R 1000」が日本初登場

BMW Motorrad

KYMCO
アジアをにらんで、東京モーターショー初出展

トライアンフ
06年春入荷のJP3台に注目

モト・グッツィ
最高峰「グリーゾ」初見参！

ヨーロッパで好調の「Xciting 500」

ジャパンプレミアの
「Monster S2R 1000」

時を超えるスポーツ・ルーツ
「Paul Smart 1000LE」

「KTR125/150」

日本初登場の「VRXSE デストロイヤー」

「FXDI スーパーグライド35 周年記念限定モデル」
カスタム志向の
「FXDBI ダイナ・ストリートボブ」

06年ソフテイルファミリーの
「FLST ヘリテイジ・ソフテイル」

　2003年に創立 100 周年を迎えたハーレーダビッドソン（HD）は、
1999年より年々着実に販売台数を伸ばす日本市場に極めて意欲的。
今回のショーにはハーレーダビッドソンとビューエルの2006年モデ
ルを一挙20台出品。このうち7機種がワールドプレミア（WP）だ。
　ステージを他社と徹底して差別化。たわみを利かした屋根に母国
アメリカの象徴、白頭の鷲をあしらった演出が一段と華やかさを増
す。「これからは感動体験をコンセプトに、レディースマーケットの開
拓とスポーツドライビングを志向していく」（奥井俊史HDJ社長）。
　その目玉が日本初公開の「VRXSE デストロイヤー」（参考出品）だ。米国で大人気のド
ラッグレース専用に開発されたVロッドの特別仕様。そのままレースに出場できるチューニ
ングが施されており、世界的な限定生産モデル。日本ではショー展示のこの1台のみだ。
　「FXDI スーパーグライド35周年記念限定モデル」は、1971年発売の初代スーパーグライ
ド生誕35周年を記念して、そのオリジナルイメージを再現した限定モデル。「FXDBI ダイ
ナ・ストリートボブ」は、イメージカラーのつや消し「ブラックデニム」やエイブハンガーハ
ンドルバーがカスタムルックな魅力を放っている。

　ドゥカティジャパンはMonster、Superbike、Multistrada、Sport-
classic各シリーズ2機種ずつ8台を出展。
　なかでも注目されたのは「Monster S2R 1000」。スタイルとテクノ
ロジーでS4Rをベンチマークとしたアグレッシブでエクスクルーシブ
なデザインが売り物だ。ドゥカティ唯一のジャパンプレミア。
　「Sportclassic Paul Smart 1000 Limited Edition」は、英国人ラ
イダー、ポール・スマートの手になる1972年イモラ200マイルでの勝
利と彼が駆ったシルバー・レーサーの、時を超えたスタイリングに
捧げられたもの。時代に左右されないドゥカティのスポーツ・ルーツ
を今に映し出している。 　KYMCOはこれが東京モーターショー初お目見え。世

界的に最も重要とされる日本市場への本格的な足がか
りをつけることによって、アジア全域にもアピールできる
と見込んでの初出展となった。
　すでにヨーロッパで発売されている「Xciting 500」をは
じめとする日本未発表の機種を中心に「ATV」（4 輪）も
展示した。「Xciting 250」はKYMCOのフラッグシップ
モデル。ヨーロッパで好セールスを続ける「Xciting 500」
の兄弟モデルで、「Grand Dink 250Z」とは一線を画した
スタイルのGTスクーターだ。

　トライアンフの見所はなんといっても3台のジャパンプレミアだ。
　「デイトナ675」に与えられた形容詞は“無比無類”。英国で初めての3
気筒エンジンミドルウェイト。スリムな車体に繊細なフィーリングを醸し
出す。「オーナーシップの優位感を高めるため意図的に生産量を抑えて
いる。日本に対しては100台未満の生産予定で、まさにコレクターアイテ
ムとなる」（トゥー・マントーニ宣伝部長）。2006年春の入荷予定だ。
　「ボンネビルT100 ポール・スミス限定仕様 マルチ・ユニオン」は英
国を代表するファッションデザイナー、ポール・スミスとのコラボレーシ
ョンによるもの。端正なラインはすべて手で描かれている。世界限定販
売50台でシリアルナンバーが刻印される。
　パラレルツイン搭載の「スクランブラー」は50年代スリルシーカー、ス
ティーブ・マックイーンにちなみ、日常の喧騒からの“大脱走”を可能と
するバイクだ。

　イタリアを代表するモーターサイクルメーカー、モ
ト・グッツィ。今回のショーには4モデルを送り込んで
きた。
　ジャパンプレミアの「Griso 1100」（グリーゾ）は
既存のジャンルに収まらないデザイナーズマシン
で、モト・グッツィの最高峰モデル。参考出品の
「California EV Touring "Grandezza"」は 1971年の
850GTカリフォルニア以来のロングセラーモデルの最
新型。ゴージャスな外装での最上級装備車。
　「Breva V1100」と「Breva V750LE」の“Integrale”
はともに日本に 30台のみの特別装備車。とくに
「Breva V1100」はヨーロッパライダーの要求に応えた
伝統のグランツーリスモの最新型だ。

　BMWは“Premium Excitement on Two Wheels”をテーマに、新世代を象徴
する少量生産モデル「BMW HP2 Enduro」をアジアで初披露するとともに、新世
代モーターサイクル・ラインナップの展示、GSシリーズの生誕25周年記念展示を行
って、スポーティな方向に舵を切ったBMW Motorradの新しい世界を訴求した。
　「HP2 Enduro」のHPは、ハイパフォーマンスの頭文字を表す。新生BMW 
Motorradのイメージリーダーとして新設されたHPラインの最初のモデルで、究極
のビッグ・オフロード・バイクだ。リア・サスペンションには、二輪車として世界初の
エア・スプリング／ダンパーシステムを採用
している。
　「K 1200S（ストリップモデル）」はBMW
初の並列4気筒エンジンを搭載、167psを出
力する本格派スポーツ・バイクだ。
　「K 1200R」は「K 1200S」の高出力コン
セプトに基づきつつ、究極のアスリート・
バイクとしてネイキッド化された「K 1200 
R」をサーキットシーンで展示している。
　「R 1200GS」「R 1200RT」「R 1200ST」
は新世代水平対向2気筒エンジンを搭載。
スポーティ・コンセプトに基づいて大幅
に軽量化されたBMWの屋台骨であるR
シリーズの最新モデル3台だ。

衝撃的なスタイリングの「デイトナ 675」

極上の伝統、
「California EV Touring "Grandezza"」

12月より日本デリバリー
予定の「グリーゾ」

ポール・スミスのファッション・
テイストが加味された「ボンネビ
ルT100 マルチ・ユニオン」

アジア初披露の「BMW HP2 Enduro」

機構まで見せた「K 1200S」（ストリップモデル）

究極のアスリート・バイク「K 1200R」

Rシリーズの一つ「R 1200GS」
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「Breva V1100」はヨーロッパライダーの要求に応えた
伝統のグランツーリスモの最新型だ。

　BMWは“Premium Excitement on Two Wheels”をテーマに、新世代を象徴
する少量生産モデル「BMW HP2 Enduro」をアジアで初披露するとともに、新世
代モーターサイクル・ラインナップの展示、GSシリーズの生誕25周年記念展示を行
って、スポーティな方向に舵を切ったBMW Motorradの新しい世界を訴求した。
　「HP2 Enduro」のHPは、ハイパフォーマンスの頭文字を表す。新生BMW 
Motorradのイメージリーダーとして新設されたHPラインの最初のモデルで、究極
のビッグ・オフロード・バイクだ。リア・サスペンションには、二輪車として世界初の
エア・スプリング／ダンパーシステムを採用
している。
　「K 1200S（ストリップモデル）」はBMW
初の並列4気筒エンジンを搭載、167psを出
力する本格派スポーツ・バイクだ。
　「K 1200R」は「K 1200S」の高出力コン
セプトに基づきつつ、究極のアスリート・
バイクとしてネイキッド化された「K 1200 
R」をサーキットシーンで展示している。
　「R 1200GS」「R 1200RT」「R 1200ST」
は新世代水平対向2気筒エンジンを搭載。
スポーティ・コンセプトに基づいて大幅
に軽量化されたBMWの屋台骨であるR
シリーズの最新モデル3台だ。

衝撃的なスタイリングの「デイトナ 675」

極上の伝統、
「California EV Touring "Grandezza"」

12月より日本デリバリー
予定の「グリーゾ」

ポール・スミスのファッション・
テイストが加味された「ボンネビ
ルT100 マルチ・ユニオン」

アジア初披露の「BMW HP2 Enduro」

機構まで見せた「K 1200S」（ストリップモデル）

究極のアスリート・バイク「K 1200R」

Rシリーズの一つ「R 1200GS」
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11月2日の入場者数   8 4 , 9 0 0 人
入場者数累計 1 ,0 3 0 , 1 0 0 人

今日のイベント（予定）　2005年11月3日（木・祝）

楽しい遊び場から
ベビーベッドまで

　二輪車、部品エリアとなっている北ホールの一角を華やか
に彩っているのが、ハーレーダビッドソン、トライアンフなど、
海外二輪車メーカーのブース。アメリカンタイプの大型クルー
ザーあり、流麗なフルカウルのレーサーレプリカあり、またノ
スタルジーを感じさせるレトロな雰囲気のモデルあり。個性的
かつ多様さにあふれた展示が人目を引いている。
　日本市場における輸入車のセールスは、総じて好調だ。輸
入二輪車の中心は、排気量750cc以上のいわゆる“大型バイ
ク”である。かつて日本では、400ccを超える排気量の二輪車
の運転について、厳しい規制がかけられていた。96年の免許
制度改正で大型二輪車免許が新設され、大型バイクを簡単
に運転できるようになったことが、輸入車の需要を一気に押
し上げる要因となった。
　今年4月、高速道路における二輪車の2人乗りが解禁され
たことも、輸入車にとっては追い風となるファクターだ。アメリ

カやイギリスなど、ロングツーリングの文化がある国では、2人
乗りに向いたモデルが多く作られているためだ。
　モータリゼーションの勃興～発展期においては、二輪車は
庶民の重要な交通手段としての役割が大きく、モータリゼー
ションが成熟するにつれて、次第に趣味の道具という色合い
が濃くなるという傾向がある。日本は二輪車大国として不動
の地位を築いており、優秀なモデルを数多く送り出している
が、当の日本市場はすでに成熟期を迎えており、海外メーカ
ー製、なかでも趣味性の高いモデルが存在感を大いに主張
できる環境にある。
　二輪車市場全体が縮小傾向にあるなか、国産メーカーのビ
ッグスクーターとともに人気を博している輸入車は、市場活
性化の原動力としての期待もかかる。今モーターショーに出
展する海外メーカー8社のブースの活況ぶりは、その動向のメ
ルクマールと言えよう。

“華麗な饗宴”人気の大型輸入バイク

※天候等の都合により予定が変更になる場合があります。

グが差別化のカギになる」と語り、今後“カロッツェリアの時代”が
到来するという見方を示した。
　その後パネルディスカッションが行われ、電気自動車「エリー
カ」の製作を指導している慶應義塾大学の清水教授が「人間は前
方向の加速に快感を覚える。加速に優れる電気自動車はスポーツ
カー向き」、エッセイストのパンツェッタ氏は「ヴィンテージカーは
美術品と同じ。いつまでも価値の色あせないクルマを作ってほし
い」などと、クルマについてのそれぞれの持論を展開。最後は、革
新とオリジナリティの創造というカロッツェリアの精神は、そのま
ま人間の生き様にも適用されるものであると締めくくられた。

　革新とオリジナリティというふたつのコンセプトで、常にクルマの
世界をリードし続けてきたデザイン工房、カロッツェリア。その軌跡
と現在、および未来について、世界を代表するカロッツェリア、ピニ
ンファリーナ社のデザインディレクター、奥山氏が講演を行った。
　カロッツェリアがイタリアに集中している理由や、そのデザイン
力の高さの背景などについて、多角的に解説。さらに「燃料電池が
主流になれば、ハードウェアではなくブランディングやプランニン

＊クリーンエネルギー車同乗試乗会
 10：30～16：30　   

（幕張海浜公園内　メッセ周辺公道）
特設専用コース

東京モーターショー2005シンポジウム（11月1日開催）

　乳児・幼児サービスセンターは、会場北ホール2階エスプラナードにあ
る。託児所コーナー受付で、運転免許証や母子手帳、パスポートなど保護
者の身分証明書を示せば、3～6歳までの幼児を2時間を限度に無料で預か
ってくれる。
　施設には常時6～8人のベビーシッターが待機、56畳敷きの広々とした遊
び場には楽しい遊具が色々と用意してあって、街のちょっとした保育園並
み。託児所の向かい側には授乳用ポットもある授乳コーナーやベビーベッ
ド室、保護者の休憩所が設けられていて、連日たくさんのお母さんが訪れ
る。
　開設している時間は平日が10時～18時、土・日・祝日が9時半～19時。
土・日・祝日の14時頃は混み合うそうだ。

　北ホール2階の「こども広場」で開催中の「幼児くるま絵画展」。東京
モーターショーの期間中、千葉市内にある51の幼稚園に通う年長組園
児の作品3,404点を、前期と後期の2回に分け展示している。
　今回のテーマは「僕も私もカーデザイナー“あったらいいなこんな
車”」。空を自由に飛べたり、お魚のように海に潜って泳げたり、時には
土の中を穴を開けながら突き進むドリルカーなど、アイデアあふれる
“傑作”ばかり。中には、デコレーションケーキなどのお菓子やお花
畑、森林、動物、遊園地などが突然、未来カーに“変身”して走り出す
という夢のある楽しい作品も……。

楽しい遊び場から
ベビーベッドまで
乳児・幼児
サービスセンター

■基調講演
　パネリスト：奥山清行氏　ピニンファリーナ社デザインディレクター
■コーディネーター
　馬場錬成氏　元読売新聞論説委員／東京理科大学専門職大学院教授
■パネリスト
　パンツェッタ・ジローラモ氏　エッセイスト
　清水浩氏　慶應義塾大学環境情報学部教授
　マリ・クリスティーヌ氏　異文化コミュニケーター
■主催：(社)日本自動車工業会

カロッツェリアの世界
──加速する世界のこだわりとジャポニズム──

クイズでがってん！
自動車リサイクル法 どっちが正しいでSHOW
（国際会議場2階・国際会議室）

＊シンポジウム
 14：00～16：00　　　

大人も顔負け、
“夢のクルマ”オンパレード

フェスティバルパーク（西休憩ゾーン）

＊トラフィック戦隊アンゼンジャーショー
 10：30～11：10
 13：10～13：50　
 15：30～16：10

中央休憩ゾーン 特設会場

＊少年少女モーターサイクルスポーツスクール
 10：00～12：10　
 14：00～16：10

フェスティバルパーク
（西休憩ゾーン）

＊白バイデモ
 11：30～12：00
 14：00～14：30

「幼児くるま絵画展」に3,404 の作品

フェスティバルパーク
（西休憩ゾーン）

＊千葉県警音楽隊
 12：00～13：00イタリア大使館

マリオ・ボーヴァ 
駐日イタリア大使

VIP来場
2005年11月2日（水）

奥山清行氏奥山清行氏


