2017/08/01 更新版

2017 年 8 月 5 日 ( 土 )・6 日 ( 日 ) 開催 第 1 回 WKRC HIROSHIMA

3 店舗を選んでゴールチェックポイントへ！
チェックポイントの店舗から 4 店舗を選んでゴールチェックポイントへ！
チェックポイントの店舗から 5 店舗を選んでゴールチェックポイントへ！
チェックポイントの店舗から

50cc クラス
125cc 以下クラス
排気量無制限クラス

※排気量無制限高速道路 OK! ※125cc 以下のバイクでも OK!
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チェックポイント
HIROSHIMA

SIDE STAND COFFEE
営業時間 11:00-20:00
定休日：火曜日

広島県広島市中区三川町 4-4 1F
Tel.070-5302-5179

GG（鉄板焼き、お好み焼き）
営業時間 水〜土 18:00- 翌 03:00
日〜月 18:00-23:00 定休日 火曜日

グラグールベイビー
営業時間 10：00〜18：00
定休日 月曜日

広島県広島市佐伯区五日市 7-13-28
フォーサイトビル五日市 1F
Tel.082-208-3808

広島市西区観音本町 2 丁目 1-39

ROCKS CAFE

安登鉄板焼製作所 ( あとてつ )

※日曜日 定休 !!

営業時間 月〜土 18:00- 翌 02:00
定休日 日曜日 8/5( 土 ) 14 時〜営業

広島県広島市中区三川町 6-16
遠藤ビル２Ｆ
Tel.082-246-0059

UN PEU DO REPOS ( アンルポ）
営業時間 09:00-16:00 ( 通常日曜定休日※）
※イベント当日は特別に 8/6 日曜も
09:00-16:00 で営業します！

Tel.090-2803-9898
営業時間

11:00-15:00
17:00-23:00

広島県呉市安浦町安登西 5-3-1
Tel.080-3884-1113

三丁目のたこボール

移動店舗

広島県広島市安佐南区川内 1-7-12
Tel. 082-962-5114

※注意 !※8/5 土曜日は臨時休業
8/5( 土 ) は臨時休業
8/6( 日 ) 宇品グランドパレス ( パチンコ店 )
広島市南区宇品西 3-8-39 販売時間 11〜18 時
売り切れ次第終了 Tel.080-4267-9916

ETTA JAZZ CAFE

天下鳥ます 欽明館店

営業時間 (4〜9 月 )11:23-20:25 L.O 19:00
(10〜3 月 )11:23-17:25 L.O 17:00
※日・祝日は 10:23 から営業

広島県江田島市沖美町是長 1751-3
Tel. 080-3872-8569

WKRC
HIROSHIMA
同時共催

営業時間 11:00-24:00( 水 -19:00)
通常定休日 日曜日・祝日

8/6( 日 ) は営業します !

神奈川県横浜市泉区岡津町 176
Tel.045-443-7355

山口県岩国市川西 3-12-45 欽明館
Tel.070-5468-9330

ビッグバイク観音店

ゴール
チェック
ポイント

Cafe Joren 淨蓮茶房

営業時間 11:00-20:00
定休日 月曜日

Tel. 082-232-2033

営業時間 10:00-19:00 / 日曜 10:00-18:00
※WKRC HIROSHIMA 開催日は両日とも
ゴール地点受付は 22:00 まで 定休日 火曜日

広島県広島市西区観音本町 1-15-15

WKRC HIROSHIMA 公式ページ http://hiroshima.wkrc.jp

イベントをお楽しみいただくための注意事項

WKRC
ULTRA

WKRC 本部共催の特設コース！
片道 800km の旅 ! 片道で OK!
フェリー利用 OK( 完走時申告）

1. このスタンプラリーは速さを競うものではありません。あくま
でも完走を目的とします。
2. 交通法規を守り、団体での走行など迷惑になる行為、法
定速度を遵守しない走行すり抜け等は絶対にしないでくだ
さい。絶対に、飲酒運転をしないでください。
3. 絶対に事故を起こさないよう心がけて走行をしてください。
4. 万が一の事故（人身事故・物損事故等）が発生した場合
は、当方は一切の責任を負いかねますのでくれぐれも安全
運転で走行してください。
5. 参加者の皆様が無事故で無事ゴールすることが、次回への
継続になります。
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ライダーズカフェをめぐる大冒険！ルートは自由！
どこからスタートしても、どんな道を使っても OK ！
自分なりの冒険ルートを探してわくわくの旅に出よう！

2017.8.5Sat.6Sun.
指定の９つの店舗がチェックポイント！
①お好きな店舗で１品を注文し写真を撮る！
②注文した商品の写真を Twitter または Instagram に UP!
※SNS にはハッシュタグ #WKRC をつけてくださいね！
③スタートは最初の店舗、ゴールはビッグバイク観音店へ！
④２日間でゴールできれば OK!

チェックポイントの店舗から 3 店舗を選んでゴールチェックポイントへ！

50cc クラス
125cc 以下クラス
排気量無制限クラス

チェックポイントの店舗から 4 店舗を選んでゴールチェックポイントへ！
チェックポイントの店舗から 5 店舗を選んでゴールチェックポイントへ！
※排気量無制限高速道路 OK! ※125cc 以下のバイクでも OK!

チェックポイント店 舗 は 裏面 をご 覧くだ さい
エントリー方法

http://hiroshima.wkrc.jp/ または QR コードで

WKRC HIROSHIMA 特設サイトの参加エントリーフォームからエントリー！
エントリー期間

エントリー開始 2017 年 7 月 5 日 (水)
エントリー締切 2017 年 8 月 4 日 (金)

WKRC

HIROSHIMA

詳細は WKRC HIROSHIMA 特設サイトをご覧ください！

http://hiroshima.wkrc.jp/

完走者には記念ステッカーと完走証明書をプレゼントします！
お問い合わせは WKRC HIROSHIMA 事務局 ( 株式会社 ビッグバイク )
☎ 0 82-2 32-2033 （観音店）
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広島県ビッグバイク観音店 → 神奈川県 CafeJoren
神奈川県 CafeJoren → 広島県ビッグバイク観音店
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※第1回WKRC HIROSHIMA開催を記念して、WKRC本部（関東）と共催の特設コース！

主
催：株式会社ビッグバイク（WKRC HIROSHIMA 事務局 )
共催・企画：CafeJoren・RAVEN 株式会社（WKRC 本部 事務局）

カフェ・ジョウレン

参加者割引 レンタルバイク取扱

Cafe Joren
淨蓮茶房

