
 

平成 18 年７月 13 日 

各  位 

会 社 名 株式会社アイケイコーポレーション

代 表 者 名 代表取締役社長 加 藤 義 博

（JASDAQ・コード番号：3377）

問 合 せ 先 

 

経営管理室・人財管理室・
経営企画室管掌 

取 締 役 

 

松 本 博 幸

（TEL. 03-5773-8414）

 

 

当社主催イベント開催並びに協賛イベント参加のお知らせ 

 
 当社は、平成 18 年８月 19 日、20 日の２日間にわたり、「バイク(819)の日」にちなみ、

当社販売事業の拠点である「i-knew」において、イベント(名称未定)を開催いたします。

また、７月 17 日に株式会社チャイナクイックインキュベイト主催「CHINA QUICK RESORT in 

YUIGAHAMA×a-stage’06」に、７月 28 日～８月６日にわたり、読売テレビ放送株式会社主

催「天保山 10 デイズ わくわく宝島 2006」に協賛として、それぞれ参加いたしますのでお

知らせいたします。 

詳細につきましては、次頁以降、別紙のとおりとなっております。 

 

以上 
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2006 年 7 月 13 日 
【報道関係者各位】 
 

アイケイコーポレーションの夏は、イベントが満載!! 

バイクの日に   でイベントを開催 
 

オートバイ買取専門店バイク王を全国展開する株式会社アイケイコーポレーション(代表

取締役社長:加藤義博、資本金:369,056 千円、本社:東京都渋谷区、以下「当社」)は、2006 年

8 月 19 日(土)・20 日(日)に、当社販売事業の拠点である「 i-knew(アイニュー)」(神奈川県

相模原市)において、イベントを開催いたします。また、7 月 17 日(月祝・海の日)に、株式会

社チャイナクイックインキュベイトが主催する「CHINA QUICK RESORT in YUIGAHAMA

× a-stage’06 夏」(神奈川県鎌倉市)に、7 月 28 日(金)~8 月 6 日(日)にかけて、読売テレビ

放送株式会社が主催する「天保山 10 デイズ わくわく宝島 2006」(大阪市港区)にそれぞれ協

賛として、参加いたしますのでお知らせいたします。 

 で過ごす「バイクの日」。 
当社販売拠点「 i-knew」では、8 月 19 日 (バイクの日)にイベント(名称未定)を開催い

たします。当イベントでは、FM ヨコハマとのコラボレーションが実現。FM ヨコハマが夏

限定で開設する江ノ島・片瀬西浜海水浴場スタジオと i-knew を中継で結び、バイクの日

特別番組「AIR CRUISE SPECIAL」をお送りします。また店舗では、 i-knew セレクト車

輌の特別価格提供をはじめ、商品をお買い上げの方を対象としたピンストライプペイント※

の実演販売等、「バイクの日」ならではのコンテンツをたくさん用意し、皆さまにお楽しみい

ただけるイベントを展開いたします。なお、イベントは 20 日(日)も開催予定です。 
※
車やオートバイのカスタムペイントに使われる技法。毛足の長い筆を用い、フリーハンドで曲線や直線の柄を描く。 

 ■i-knew Presents バイクの日特別番組「AIR CRUISE SPECIAL」 

FM ヨコハマ(84.7MHz)  2006 年 8 月 19 日(土)13:00~16:00O.A. 

江ノ島・片瀬西浜海水浴場特設スタジオ、i-knew より、公開生放送 

鎌倉・由比ガ浜に中山エミリさん、ラッキィ池田さんが登場!! 

7 月 17 日・海の日は、鎌倉・由比ガ浜海水浴場にて株式会社チャイナクイックインキュベイト

が主催する「CHINA QUICK RESORT in YUIGAHAMA × a-stage’06 夏」に参加いたします。 

「夏と海とオートバイ」をコンセプトに TOKYO FM「TFM HOLIDAY SPECIAL」と連動

したイベントを開催。敷地内の特設スタジオにて、特別番組をオン・エアいたします。メイ

ンパーソナリティは、バイク王の CM に出演中の中山エミリさん。ゲストにラッキィ池田

さん(バイク王新 CM※８月より O.A.
で振付を担当)、国井律子さん(エッセイスト)らをお迎えし、

夏と海とオートバイにまつわるトークをお届けします。放送の合間にはラッキィ池田さん

による新 CM ダンスのお披露目や来場者参加型ゲームを企画しております。 

また開催期間中は、チャイナクイックの特別メニューとしてバイク王オリジナル「バイ

ク王麺(パイコーメン)」が登場する予定です。 

 ■アイケイコーポレーション Presents「TFM HOLIDAY SPECIAL」 

TOKYO FM(80.0MHz) 2006 年 7 月 17 日(月祝･海の日)11:30~14:00 O.A. 

由比ガ浜特設スタジオ(チャイナクイックリゾート内)より、公開生放送 

メインパーソナリティ:中山エミリ、ゲスト(予定):ラッキィ池田、国井律子 他 
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大阪・天保山にミニサーキット場が出現 

大阪の観光スポットとして知られる天保山ハーバービレッジを舞台によみうりテレビが

開催する大型イベント「天保山 10 デイズ わくわく宝島 2006」に、「バイク王わくわくポ

ケバイサーキット」が出現。天保山岸壁エリアにて、イベント全日程にわたり運営いたし

ます。 

皆さまによりオートバイに親しんでいただくことを目的とした当サーキットは、一定の

条件を満たす方であれば、小学生からポケットバイクの試乗体験をお楽しみいただけます。 

体験後はサイコロゲームに挑戦。バイク王フリーダイヤル「50-8190」を揃えた方には、

わくわく宝島でお使いいただける「宝じマネー」を贈呈いたします。 

 ■バイク王わくわくポケバイサーキット 

 開催時間: 9:30~18:30(最終受付は、18:00 を予定) 

会場:  天保山岸壁ゾーン 

料金:  1 回 300 円 

利用条件: 身長 110cm 以上、体重 100kg 以下で、補助輪なしで自転車走行が可能な小学

生以上の方 
 

なお、各会場では当社の新 CM キャラクターを模したノベルティをご来場者全員にプレ

ゼント。初お目見えとなる当キャラクターにぜひご期待ください。 
 

当社は、この夏、これら 3 つのイベントを通して皆さまとお目にかかります。当社は、

今後もより多くのお客さまに愛され、ご利用いただけるサービスを念頭にユーザーニーズ

を重視したイベントの実施、サービスの拡充に努めてまいります。 
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<イベント概要> 
■「バイクの日」当社主催イベント(名称未定) 

・日時: 2006 年 8 月 19 日(土) ・20 日(日) 10:00~20:00(予定) 

・会場: オートバイ販売店「 i-knew」 

   神奈川県相模原市古淵 6-4-23 

JR 横浜線「古淵」駅よりバス「九島分譲地」停留所下車徒歩 1 分 

 

■CHINA QUICK RESORT in YUIGAHAMA × a-stage’06 夏  

・日時: 2006 年 7 月 17 日(月祝・海の日) 8:00~22:00 

・会場: チャイナクイックリゾート 

神奈川県鎌倉市由比ガ浜海浜公園交差点下 

JR 各線「鎌倉」駅より徒歩 15 分、江ノ電「由比ヶ浜」駅より徒歩 5 分 

・主催: 株式会社チャイナクイックインキュベイト 

※チャイナクイックリゾートは、7/8~8/31 の期間、開催しております  

※開催期間中のレストラン営業時間は、10:00~22:00 となっております 

 

■天保山 10 デイズ わくわく宝島 2006 

・日時: 2006 年 7 月 28 日(金)~8 月 6 日(日)※10 日間 

9:30~18:30(予定) 

・会場: 天保山ハーバービレッジ 

大阪府大阪市港区築港 3-2 

大阪市営地下鉄中央線「大阪港」駅下車徒歩 5 分 

・主催: よみうりテレビ 

 

 

<関連サイト> 
■アイケイコーポレーション    http://www.ikco.co.jp/ 

■オートバイ買取専門店「バイク王」  http://8190.co.jp/ 

■オートバイ販売店「 i-knew」   http://www.i-knew.com/ 
 
■FM ヨコハマ       http://www.fmyokohama.co.jp/ 

■株式会社チャイナクイックインキュベイト  http://www.chinaquick.co.jp/ 

■TOKYO FM       http://www.tfm.co.jp/ 

■読売テレビ放送株式会社     http://www.ytv.co.jp/ 

■天保山 10 デイズ わくわく宝島 2006  http://www.ytv.co.jp/wakuwaku/ 

 

※各イベントは、天候等の都合により内容が変更となる場合があります。 

※各イベントのお問い合わせは、当社にて承ります。 

株式会社アイケイコーポレーション 

経営企画室 メディアプロモーションセクション TEL03-5773-8415 

 

プレスリリースに関するお問い合わせ先 

■株式会社アイケイコーポレーション  ■共同 PR 株式会社 

経営企画室 担当: 西元・伊藤・香川    第 3 業務局 担当: 峰松・生田(イクタ) 

TEL03-5773-8414 / FAX 03-5773-8586  TEL 03-3571-5171 / FAX 03-3574-9364 

東京都渋谷区恵比寿南 1-6-10     東京都中央区銀座 7-2-22 同和ビル 
恵比寿 MF ビル 14 号館 5F 


