
 オートバイ用品の小売・開発を行う株式会社ナップス（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：望月 真裕）は、2017

年4月15日（土）、警視庁白バイ訓練所（東京都世田谷区）にて警視庁協力のもと、ライダーのための無料ライディン

グスクールを開催いたします。 

行楽シーズンは要注意！？「観光・娯楽・ドライブ」中は死亡事故多発傾向 

バイク用品販売老舗のナップス、 

警視庁協力のもと4/15（土）に無料ライディングスクールを開催 

～受講者へプロテクターやエアバックジャケットなどの購入割引も提供～ 

2017年4月10日 

株式会社ナップス 

https://naps.co.jp/ 

報道関係者各位 
 

Press Release 

1/3 

バイク事故死亡率は自動車の2倍 

＜第2回 ナップス ライディングスクール＞ 
 日時：2017年4月15日（土）9時～12時 
 場所：警視庁白バイ訓練所（東京都世田谷区喜多見1-1-7） 
 参加費：無料（保険料200円のみ当日支払い） 
 参加定員：40名（定員に達したため受付終了） 
 参加特典：ナップスライディングスクール受講証進呈 
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 平成28年の交通事故死者数は3,904人と、70年代をピークに減

少傾向にありますが、高齢者の占める割合が54.8％にのぼり過去最

高を記録しました。また、二輪車乗車時の死亡事故は全体の2割近

くに及んでおり、自動車事故に比べ死亡事故の割合も約2倍高い結

果となっています（警察庁発表資料より）。 

 警視庁の調査によると二輪車乗車中の死亡事故における損傷主部位

としては頭部が47.4％と最多でしたが、胸部や頸部、腹部も合わせ

て4割近くにのぼりました（P2参考）。こうした部位はプロテクター

などで守ることができますが、実際の装着率は7.2％と低いのが現状

です。 

 

 
 

 当社では、初心者やリターンライダーに安心してオートバイライフ

を楽しんでいただくためには、ライダー自身のスキルアップが必要と

考え、2017年3月より参加費無料で年間8回のライダーズスクールを

実施しています。受講者には、ナップス店舗にてプロテクターやエア

バッグジャケット、エアバッグベストを購入する際の割引特典を付け

た「ナップスライディングスクール受講証」を進呈しています。 

交通事故当事者（第一・第二当事者）の車両別死亡事故率（平成28年） 

死亡事故率とは、全事故件数のうち死亡事故件数の占める割合を指す 

事故当事者の車両別死亡事故率  

（警察庁：平成28年） 

自動車の 
約2倍 

プロテクター装着率は未だ1割未満 
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 こうした二輪車事故を少しでも減らすため、当社では各警察機関と提携し、定期的にライディングスクールを実施し

ています。近年では技術進化によりプロテクターやエアバックジャケットなど、万が一の事故時にも怪我をしないよう

な様々な商品が発売されていますが、正しく使えているケースはまだまだ少なく、またライディングのスキルアップを

する場も少ないのが現状です。 

 
プロテクターの着用状況 

（警視庁：平成21～26年調査） 

第1回 ナップス ライディングスクールの模様 

参加特典の受講証 

皆さまに安心してオートバイライフを楽しんでいただくために 

第3回（川崎）は受付中です。詳しくは下記サイトをご覧ください。 

https://naps.co.jp/school/ 

https://naps.co.jp/school/


行楽シーズンは要注意！？「観光・娯楽・ドライブ」中に死亡事故の発生増加傾向 
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二輪車乗車中の死亡事故における損傷主部位（警視庁：平成22～26年統計） 
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 警視庁が発表した二輪車乗車中の死亡事故における損傷主部位の調査によると、頭部の損傷が47.4％と最も多く、

次いで胸部が28.4％、頸部8.2％、腹部7.1％と続きました。胸部や頸部を守るためには、胸部プロテクターや腹部プ

ロテクターが不可欠ですが実際の着用率は7.2％と低く、ライダーへ正しい知識を広めるための啓蒙が必要とされて

います。ナップス ライディングスクールでは、こうしたプロテクターの正しい着用方法などもレクチャーしていま

す。 

ヘルメットで対応 プロテクターやエアバックで対応（しかし着用率は7.2％止まり） 

胸部プロテクター 脊椎プロテクター エアバック 
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原付 

自転車 

観光・娯楽・ドライブ 買物 訪問 左記以外の私用 業務 通勤 通学等 不明 
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 警視庁が発表した平成28年の死亡事故当事者車両別通行目的比較によると、「観光・娯楽・ドライブ」中の死亡事

故は他の車両と比べ、自動二輪が突出して多く、また東京や大阪等の大都市に居住している運転者は、自らの居住県

以外の県に出て死亡事故を起こす場合が多い傾向があることが分かりました。 

 これからの行楽シーズンに向け、普段慣れていない遠方へのツーリングなどの際は、メンテナンスをしっかりと行

い、プロテクターを使用し安全運転を心がけてください。 

死亡事故当事者車両別の通行目的比較 

交通事故当事者（第一・第二当事者）の車両別通行目的比較（平成28年） 

（8％） 

観光・娯楽・ドライブ 

（合計） 

※「左記以外の私用」とは、送迎、通院、帰省等をいう。 



【報道関係者からのお問い合わせ先】 
株式会社ナップス 広報事務局（㈱ガーオン内） 

担当：月輪（ツキノワ） 
電話：03-6303-4100 FAX：03-6412-8261 

E-mail：naps@gaaaon.jp 

バイク用品専門店「ナップス」 
当社では1982年に日本初となるバイク用品専門の量販店「ナップス」を出店。 

郊外の大型店に絞った出店戦略で、現在全国20店舗を展開するバイク用品専門ショップです。 

 

<全20店舗一覧> 

神奈川県 ナップスベイサイド幸浦店 
 ナップス横浜店 
 ナップス港北店 
 ナップス相模原店 
 ナップス伊勢原店 
        ナップス メンテナンスショップ 圏央厚木インター店 
東京都 ナップス足立店 
 ナップス練馬店 
 ナップス三鷹東八店 
 アップガレージライダース ナップス三鷹東八店 
千葉県 ナップス千葉北インター店 
埼玉県 ナップス埼玉店 
 ナップスメンテナンスショップ 戸田店 
群馬県 ナップス前橋インター店 
 アップガレージライダース ナップス前橋インター店(4/15OPEN) 
宮城県 ナップス仙台泉インター店 
静岡県 ナップス浜松店 
岡山県 ナップス岡山店 
広島県 ナップス広島店 
福岡県 ナップス福岡店 

 
 

【会社概要】 

会社名 株式会社ナップス 

代表 代表取締役 望月 真裕 

資本金 6,000万円 

設立 1962年1月 

所在地 神奈川県横浜市金沢区幸浦2-17-1 

社員数 427名(アルバイト含む) 

販売資格者数 2級自動車整備士 70名  

 3級自動車整備士 14名  

 2級販売士 19名  

 3級販売士 56名  

 損害保険募集人 95名 

売上高 83億8710万円(平成27年9月期) 

電話番号 045-790-1170 

FAX番号 045-790-1366 

URL https://naps.co.jp/ 

事業内容 オートバイ用品／部品の小売・開発 

 

■オリジナル商品「Nプロジェクト」  http://www.nproject-jp.com/ 

■ナップスウェブショップ  https://www.naps-jp.com/ 

■総合バイクメディア「ナップス・オン・マガジン」 http://naps-on.jp/ 

■Facebook  https://www.facebook.com/napsjp/ 

■ナップスウェブショップLINE https://line.me/R/ti/p/%40zhz4818o 

■ナップス店舗情報LINE  https://line.me/R/ti/p/%40mkw8513q 
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