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授乳室アトラクション

●授乳室もありますのでご利用ください。

お子様が遊べるキッズコーナー
といっしょになった休憩室を
ご用意。広いMウェーブで疲れた
体を親子で一緒にリフレッシュ！

※必ず保護者同伴でご利用ください。

※写真はイメージです。

S1・S2・S3フラットヘッド車両展示
フラットヘッド所有の車両展示。

A26 oregon
乗用玩具、USA雑貨・古着等の販売。ラジオフライヤー、ペ
ンドルトン、アビレックス、エアフォースTシャツ。USA直輸
入Tシャツ、ワークシャツ、トレーナーをワゴンにてAll 500
円で販売！

A46 Bonney & Bills design works
オリジナルデザインTシャツやハンドメイド雑貨、非売品、
BBDWが担当したアーティストポスターの展示。＜The 
Fool＞マルセイユ版タロットカードの中の一つ、「愚者」の
カード「THE FOOL」正位置での意味は「自由の象徴」。そ
の他数字の「0」の意味もあり謎の多いカードの一つ。
“MP”はMOTORPSYCHOの略。今回のSUPER 
WEEKEND 2015では通常価格5,800円をイベント価格
3,800円にてセールさせていただきます。

アンド・スパイスA13
ラジオフライヤー、アメリカン雑貨等の販売。ラジオフライ
ヤーお買い上げの方に「あなたのお名前ステッカー」プレ
ゼント！※後日郵送となります。数量限定、特価品アリ！

笑楽商事株式会社A60
本革、シート生地、アクセサリー、雑貨等の販売。

NAVY BLUEA72
Vanson、陸王、GUNZなどのアパレル商品の販売。

IRON_HEARTS20
21ozジーンズ他、オリジナルアイテムの販売。

DIABOLIC
スタッズベルト、ウォレット等革製品。シルバーアクセサリ
ー、真鍮アクセサリー、オリジナルTシャツ等の販売。ゾウ
革、リザード等エキゾチックレザーを使用した1点物から
限定品が多数。

A9

大黒天クロージング
服、革製品等の販売。
A18

MOON1999＆L.O.L.A78・A79・A80・A81
輸入雑貨・ハンドメイドレザー・ハンドメイドシルバー・タ
ーコイズ等の販売。ブースにお立ち寄りの方にステッカー
配布予定。

Wagon WorldA41・A42
RadioFlyer・オリジナルグッツ等の販売。イベント当日限
定のスペシャルプライスをご用意いたします。

AVI SILVERSA43
THE SLAYER、HAMSA 自社製オリジナルブランドアイ
テム、革製品、シルバーアクセサリー等の販売。

No Standing HereA15
革製品の販売。

天神ワークスS24
レザーウェア、レザー小物の販売。A-1GP 中部地区大会
開催。毎年行っているA-1GP。レザーの経年変化を競う
大会が中部地区大会をSUPER WEEKENDで開催！選ば
れし数名が決勝大会へ進出。エリア代表を決めるのはあ
なたの一票だ！A-1GPにて投票して頂いた方の中から、
ベルトやバッグ、さらにはレザージャケットまで当たるチャ
ンス！？※投票は一人一回までとさせて頂きます。

HEADERSA44
アパレル全般およびレザー小物の販売。

ビーズ屋公ちゃん。A74・A75
オリジナルビーズアクセサリー、オリジナル皮革製品の販
売。商品お買い上げのお客様全員にオリジナルステッカー
、最新カタログプレゼント。

My FavoriteA30・A31
ファイヤーキング、雑貨、古着など50's～70'sのアメリカ
ンヴィンテージを販売。全米各地に直接買い付けに出かけ
、コンディションのよい品物をリーズナブルな価格で提供
しています。ファイヤーキングマグをいつもの"SUPER 
WEEKENDスペシャルプライス"で大放出！！どうぞお楽
しみに。

Loved complexA47・A48
レディース、キッズ、アメリカンテイストウェア、雑貨販売。

カーズファクトリー・つばさコーポレーションA59
アメリカン雑貨、M&M'sグッズ、リトルツリー等の販売。

Dream Wing Leather CraftA25
DREAM WING。革製品、シルバー製品の販売。新作の発
表をします！

USトレーディングS18
古着等の販売。

手創革工房 アトリエE.B
オリジナル皮革製品の販売。展示商品だけでなくお客様
のイメージとコラボレーションして創造する。『オーダーメ
イド』にも対応させていただきますので、気になることがあ
りましたら当日会場にてお問い合わせください。

A55

AO
彫金、ビーズアクセサリーの販売。SUPER WEEKEND特
別価格20％offで販売いたします。

A38

タイヤホイールの専門店 クラフトA82・83
タイヤホイールセット（中古、アウトレット）の販売。

衣 料 、靴 、雑 貨 の 販 売 。取 扱 い ブ ラ ン ド：
FREEWHEEELRS、JELADO、COLIMBO、TROPHY 
CLOTHING、Dapper 's、UES、TOPAZ、ROAD 
RUNNER神戸。

OLD STAND UPA14

Trque LeathersA12
レザーアイテム、インディアンジュエリー等の販売。当日は
通常オーダーから約半年掛かるウォレットを展示・即売！
大人気のFreedom、TMトートなどもイベント価格に!!話
題のシルバースミスTERU WATANABE作品もあります。

大和工房
アメリカンレザークラフト & カスタムシルバージュエリー
の販売。イベントにてお買い上げの方全員に特別プレゼン
トあります！

A49

三山工芸A19・A20
玩具、ぬいぐるみ、お面、ヘリウムガス風船、人形すくい、三
角クジ等の販売。

The Groovin' High
服、アクセサリー、VINTAGE 40's、50'sスタイルの販売。
1930's、1940'sスタイルGroovin Highオリジナルキャス
ケット先着50名様限り5,000円。

A16

ハンドメイド工房 トーチカA4
オリジナルハンドメイド革製品の販売。バイカーズベスト、
ウォレット、バッグ等。

Give Me a Wing
オリジナルシルバージュエリーの販売。3万円以上お買い上
げの方にもれなくオリジナルワッペンを。さらにお買い上げ
いただいた方全員にオリジナルステッカープレゼント！！

A21

PISTOLEROA76
PISTOLERO（ピストレロ）WORK BOOTメインの販売。

TAILGATE
Tシャツ、シャツ、スウェット等の販売。
A3

整体Plusリラクゼーション 整「ととのえ」A40
整体＋リラクゼーション。

Deep SouthA54
アメリカの看板中心の雑貨販売。アメリカの看板2,000枚 
益々充実！

MOTOBLUEZA73
インポートアパレル、バイカーズアパレルの販売。

chiropractic ★ LibroA22
女性専用 カイロプラクティック体験施術。

FIRST ARROW'SS25
シルバーアクセサリーの販売。

NajaA28
シルバーアクセサリー、雑貨の販売。

SLOWWEAR LIONA52・A53
国産のオリジナルブランドSlowWearLionのワークブー
ツの販売。廃盤品番、廃盤カラー、など少々難ありアウトレ
ットブーツを大特価放出。またサンプル1点ものなど、プレ
ミアム感のある堀り出しものも多数取り揃えています。ブ
ーツお買い上げの先着５０名様にブーツのお手入れに便
利なシューケアグッズプレゼント！！

TOP RANK アンティークスA45
ポスター専門SHOP

JackBag LeatherA27
レザージャケットをリメイクしたバッグの展示、革製品販
売。革ジャンを元に作るオーダーメイドバッグの展示、オリ
ジナルグッズ（財布、ミニバッグ）販売。イベント期間中にオ
ーダーご予約頂いた方には、お見積金額より15％offサー
ビスをさせていただきます。

WEST RIDES21
オリジナルブランドのアパレルおよびグッズ等の販売。サ
ンプルやアウトレット品等の超お買得商品はもちろん、定
番品や新作も豊富に品揃え。夏の終わりを一緒に楽しみ
ましょう！！

クールシェイク ハードチョッパー
ワンオフパーツ、制作バイクの展示。
A62・A63

アメリカンパークBeeA5
アパレル、US雑貨他の販売。

LFC JAPANA11
ターコイズジュエリー、シルバーアクセサリーの販売。シル
バートップ、リング、バングル、ピアス等、販売します。

Malibu Hobby'sA6
模型、雑貨の販売。

アイワコーポレーションA1・A2
アメリカン雑貨、ミニカー、キーホルダー、ライセンスプレ
ート等の販売。

BIG BEARA23・A24
アメリカ雑貨の販売。

LOTUS 長野S7
ロータスの展示販売。

HAWG HOUSES28
アメリカンポリスカー、69年カマロ、INDIAN新車等。アン
ケートでINDIANステッカープレゼント！

bib cafe 開設準備室A10
ファイヤーキング、ヴィンテージTOYの販売。

ガレージセール スウィングドックA57
革製品、衣類、ヘルメット、雑貨の販売。税込1,800円均一
の本革ベルト、デザイン５０種類以上、１ｍ以上のロング
サイズ、ウェスタン調デザイン、レディ―ス用等、各種デザ
インのべるとを1,800円税込で販売します。

one per fourS8・S9・S10・S11
Vespaの展示販売。サンプル車両の展示もおこないます。

ASTRO PRODUCTSA65
自動車整備用工具、ガーデニング・アウトドア用品等の販
売。お買い上げの方先着100名様にオリジナルエコバッグ
プレゼント！！

AMLAXA58
cap、Tシャツ、ミニカー、ラジコン、ステッカー、レース
DVD等の販売。ステッカー、ワッペンなどUSA輸入品多
数あります！

DERRINGER custom signsA64
ピンストライプアートの展示、実演販売。

KOMEHYOA84・A85・A86・A87
アメカジ衣料、ヴィンテージアイテム等の販売。アメカジ衣
料、レザージャケット、ヴィンテージアイテム、時計、筆記具
等販売します。

T's DesignS26
ピンストライプデモンストレーション、関連商品販売。

BRUINS27
Kawasaki 空冷Z、衣料の販売。イベント当日限定！THE 
FLAT HEAD & BRUIN 六文銭コラボTシャツ（7,200円
）購入の方、先着20名様限り、ブルーインオリジナルステ
ッカープレゼント！

Mo-Rush Leather Craft FactoryA29
ハンドメイドレザーアイテム。

PX（POST EXCHANGE）A7
アンティーク商品、雑貨等の販売。2,000円以上お買い上
げの方にバンダナプレゼント。（数に限りあり）

GOLDEN CAMELA50・A51
オリジナル衣類、雑貨の販売。全アイテムイベント価格に
て販売します。

THE REAL McCOY'SS22・S23
サンプル、B品、アウトレット等の販売。

キープレフトA8
アメリカンアンティーク雑貨等の販売。ユーズドのエコバ
ッグやTシャツ、ファイヤーキング、トイなどのアメリカンコ
レクタブル雑貨を販売します！

DESSERT HILL'S MARKETS19
DESSERT HILL'S MARKET取扱い商品の販売。

SNAP-ON TOOLSA70・A71
SNAP-ON工具、グッズの販売。フラッドヘッドとスナップ
オンとのコラボ限定Tシャツの販売。在庫がなくなりしだ
い完売になります。お見逃しなく！！

R.J.BS12・S13
R.J.B商品の販売。

Bosch Car ServiceoneS6
車両整備のデモンストレーション。

CYCLE CONNECTIONA17
服、アクセサリー、雑貨等の販売。

DEVISERA7 7
エレキギター、ベース、アコースティックギター、ウクレレ、
Tシャツ等の販売。初心者の方でも安心して始められる「
初心者セット」を販売します！松本市でハンドメイドされ
るハイエンドモデルを展示！

KRAZY RODA56
オリジナルアパレルおよびアクセサリーの販売。イベント当
日限定価格でTシャツ販売。オリジナルアイテム購入の方
全員にオリジナルトートバッグプレゼント。

WHEEL WORKSA61
シルバーアクセサリー等の販売。

長野ヤナセS5
車両展示販売。Jeep、クライスラー車両の展示販売予定。

THE FLAT HEADS14・S15・S16・S17
フラットヘッドアイテム等の販売。

ヴィンテージ宮田自動車S4
ノスタルジックカーが中心の旧車専門店。車両の展示販売。

Rustic DutyA66・A67・A68・A69
ガレージフローリング、ストレージ、オーガナイザー。ガレ
ージフローリング等ガレージ用品関連やツールボックス
等の収納用品を展示販売いたします。

Gran TestaS29
フェラーリ同乗会 南口会場で開催!!イタリア・デザインを
具現化する名車「フェラーリ」。洗練されたデザインの美し
さに代表されるイタリアの魅力を味わってください。お申
し込みはブースまで。＜同乗体験車両＞Fe r r a r i 
California T。同乗会車両は変更になる場合がございます
。予めご了承ください。

千曲市A34
千曲市のPRおよび物産品の販売。

須坂市A33
須坂市のPRおよび物産品の販売。

長野市A32
長野市のPRおよび農産物等の販売。

テスラモーターズジャパンS30
テスラ モデルS 特別展示試乗会。航続距離502キロ、
0-100km/h 3.0秒というガソリン車顔負けの性能と美
しいデザインを併せ持ったプレミアムEVセダン　テスラ 
モデルSの特別展示試乗会を実施します。

Dolce ViViC1
クレープ、ソフトクリーム、ソフトドリンク、かき氷、タコス等
のスウィーツ販売。

DONUT lab.C2
フレッシュジュース、ドーナツワッフルの販売。

富士宮やきそばC3
富士宮やきそばの販売。

cafe bus plus oneC4
ロングポテト、カフェドリンクの販売。

うみんちゅC5
肉汁爆弾ドッグ、フランク、シルクアイス等の販売。肉汁爆
弾ドッグ、肉汁爆弾濃厚ダブルチーズ、肉汁爆弾フランク。
群馬県産の豚肉100％の手づくりソーセージと前橋のパ
ン屋さんの焼き立てパンを使用したこだわりのホットドッ
グです。先着50名様に限り、肉汁爆弾ドッグを無料で濃厚
ダブルチーズドッグに変更します。 

小林食品C6
善光寺おやき・五平餅・北海道ラーメン・アイスクリーム・
ジュース　ほか。

湘南鵠沼海岸駅前パークC7
ハンバーガー、ポテト、串焼き、ドリンクの販売。

LARIN KEBABC8
ドネルケバブ、トルコアイス、ソフトドリンク他の販売。両日
先着50名様に限り、大盛り分無料。

凌駕　movin'onC9
ラーメン、ローストビーフ丼、カレー等の販売。

POTATO屋C11
ロングポテト、フルーツジュースの販売。SUPER 
WEEKEND限定スペシャルメニューあり。

Googie’s CafeC10
フローズンヨーグルト、ソフトドリンク等の販売。「乳酸菌
が生きている自家製フローズンヨーグルトをお楽しみくだ
さい。

Sun'sC12
ハンバーガーの販売。

俺のステーキ ジョーC13
牛の串焼き、ビールの販売。

麺匠 佐蔵C14
ラーメン等の販売

Agzz
衣類、アクセサリーその他の販売。
A39

うえだNavi
フラットヘッドフォト倶楽部A37

フラットヘッドフォト倶楽部の活動報告ブース。

小松美羽 ライブペイントA36
小松美羽が新しい作品に挑む。

ハイぶりっ子ちゃんA35
佐久市非公認キャラクターハイぶりっ子ちゃんブース。

1

S26

S30

C12

SUPERCAR FESTA

SUPERCAR
 FESTA

Tesla Motors Japan
テスラ モデルS 特別展示試乗会
北口会場で開催！

お申し込みは Tesla Motors ブースまで S30
北口正面入口


