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「RC CUP with METZELER」
「KTM 390 CUP with METZELER」
2015 年から、新レースシリーズが開
催されます！
KTM は、世界を目指す日本の若手ライダー育成の目的と、
KTM ストリートバイクユーザーがクローズドコースで思いっきり、
そして楽しく走ることができるように、をコンセプトとした、
『RC CUP with METZELER』『KTM 390CUP with METZELER』と
いう、二つの新しいレースシリーズを開催します。
スポーツモーターサイクルを販売し、そのライフスタイルと楽しみ
を提供する KTM（KTM JAPAN 株式会社）は、発売されたばかり
のフルフェアリングスポーツの RC390 に加え、昨年、多くのライダ
ーから支持され、ベストセラーとなったネイキッドスポーツ、
390DUKE で走る、3 クラス（混走）のレースシリーズを 2015 シー
ズンから開催します。

【RC CUP】
2014 年、ドイツで開催された ADAC ジュニアカ
ップシリーズを欧州各国で統一フォーマットとし
2015 シーズンから開催。ドイツ、フランス、スペ
イン、イギリス、イタリアなどの各国で、同一仕
様の KTM RC390 で覇権を争う。日本で企画さ
れているのも全く同じフォーマットにのっとって
開催される。専用の車両は別途販売される（近
日詳細発表予定）。

●19 歳以下という年齢制限を設けた、若手育成と世界につな
がる道つくりを目指した、【RC CUP with METZELER】。
【RC CUP オフィシャルパートナー】
このために用意された RC390 CUP 仕様車を使用する。これは コンセプトに共鳴するパートナーがシリーズ戦を
RC390 をベースに、KTM 本社が特別にセットアップしたもので、レ 応援、若手育成のための賞金等の提供を行う。
ースカウルセット、専用の前後サスペンション、アクラポヴィッチサ
イレンサーなどを装備。オリジナルの RC390 の 44hp に対し、最
高出力を 38hp と制限し、完全なイコールコンディションで、若手ラ
イダーの能力だけで競うクラス。RC390 CUP 車のデリバリーは 3
月を予定し、ホモロゲーションキット付で車両価格は 100 万円を
下回る見通し。
シリーズチャンピオンを手にすると、欧州で開催される『レッドブ
ル・ルーキーズカップ』のセレクションイベントに招待（出場権と飛
行機代）、ならびに世界各国で開催されている同様のレギュレー
ションの「RC CUP」の「ヨーロピアンカップ・ファイナル」への出場
の機会が与えられるなどの特典を準備中。

《RC CUP オフィシャルパートナー》
こうした若手育成というコンセプトに賛同していただき、オフィシャル
パートナーも充実。欧州で開催される RC CUP シリーズ同様、タイヤ
は優れたグリップ力と操作性を生む Metzeler M7 RR のワンメイク。
使用する油脂類にはモータースポーツで高い評価を受けている
Motul が参加。CUP 車のエンジンオイルには 300V が義務付けられ
ている。KTM が提供するレースサービスでは、同じくオフシャルパー
トナーになる、高品質な MAC TOOLS の工具を使用。ヘルメットは欧
州のレースでシェアが高い X-Lite が協力。若手ライダーのレース参
戦費用を低減する。さらに高栄運輸が加わり、参加車両輸送費用も
低減させ、レースに集中できる環境を提供。オフシャルパートナーの
ロゴデカールがマシンに付帯し統一イメージで走る。
なお現在も、ロードレースの未来と、若手が世界へ羽ばたく夢をか
なえる事に、一緒になってご尽力いただけるオフィシャルパートナー
は随時募集しております。

メッツラーは RC CUP のオフィシャルパートナー
として、車両の指定タイヤとして METZELER
M7 RR を参加ライダーに KTM 正規販売網を通
じて販売するほか、賞典を協賛。

モチュールは CUP マシン指定油脂として高品
質オイル 300V を供給。特に CUP 車両を購入し
た世界を目指すライダーには練習用も含め 12L
の 300V が無償で
提供される。
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●390DUKE と RC390 のオーナーに用意された新しい楽しみ、
【KTM390CUP with METZELER】
ストリートだけでなく、サーキットを走っても大いに楽しめる、小気味
良い 375cc シングルエンジンと、高性能で剛性バランスの優れたシ
ャシー、足廻りを持つ RC390 と 390 DUKE。そのユーザーなら年齢
制限なく誰でも参加可能なファンレース。
KTM のフィロソフィーである「Ready To Race」を体感しながら、気持
マックメカニクスツールズはオフィシャルパート
よく遊べる参加型レースとしてノーマルクラスとモディファイドクラスの
ナーとしてトラックサイドサポートでのサービスツ
2 クラスに賞典を分ける予定。
ールを提供し高品質なサービスに提供に寄与。
CUP 車両購入のライダーにはオレンジカラーに

《バックアップ体勢も充実》
彩られたオリジナルツール BOX を協賛するほ
か。レースシリーズには商品展示、工具直販の
安心してレースに参加できるように、KTM オフィシャルサービスが
毎レース帯同し、万が一の時の部品提供や、車両トラブルへの対処 サービスも実施、さらに賞典を協賛。
のみならず、相談などライディングアドバイスまで行うトラックサイドサ
ポートを提供。CUP ライダーにはシリーズとは別に合宿トレーニング
の機会なども検討中。
KTM はこれからも積極的にモータースポーツで若者を育て、また
KTM を購入したお客様の楽しみを増やし、モーターサイクルを通じ
た豊かなライフスタイルを提供します。
《開催スケジュール》
■4/25 オートポリス（全日本ロードレース併催）
■5/30 ツインリンクもてぎ（全日本ロードレース併催）
■6/14 岡山国際（モト・レヴォリューション併催）
■6/20-21 筑波サーキット（筑波 TT 併催）
■8/23 筑波サーキット
※他、追加レースの予定も有り（検討中）

株式会社デイトナは RC CUP のオフィシャルパ
ートナーとして欧州のカップシリーズと同様、参
加ライダーに X-Lites ブランドの高性能ヘルメッ
トを供給。

高栄運輸株式会社は RC CUP のオフィシャル

《連絡先/問い合わせ先》
パートナーとしてレース車両やトラックサイドサ
このレースシリーズに関する問い合わせ、オーガナイズについては ービスの輸送、協賛を行う。
以下の事務局に連絡を。事務局ではレース参加規定、エントリーの
案内（エントリーの受付は各レースの主催者になります）、今後のレ
【KTM 390 ワンメイクシリーズ】
ースに関する告知等を担当します。
RC CUP with METZELER/KTM 390CUP with METZELER 事務局
有限会社ディメンジョンデザイン 担当：和田
〒113-0021 東京都文京区本駒込 3-29-5-201
TEL： 03-6912-0694 / FAX：03-6912-0695

RC CUP に加え、2014 年度 KTM 車両販売では
ベストセラーにもなった DUKE390 やこれから販
売が本格化する RC390 で参加できるワンメイク
レースを併催。世界を目指すわけではないが、
KTM の車両で楽しく遊びたいという多くの顧客
の声にこたえる。
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