
6/23
AM ジェントルマンドライバー：決勝レース
PM プロドライバー：決勝レース

Sun

開催イベント
◆インタープロト プロドライバートークショー ◆スーパーカー同乗体験 ◆インタープロトTシャツ

◆ふわふわ（協力：裾野市商工会青年部）
◆キッズカート

枚数限定販売

※同乗体験車両は予定です。
参加資格・お申し込み方法は後日発表致します。

※イベントは全て予定です。予告なく変更する場合がございます。

サ イ ズ

カ ラ ー
販売価格

メ ン ズ ： M、L、XL
レディース ： M（メンズのXS相当）
白、オレンジ　計100枚限定
¥2,625（税込）

Super Car Experience

◆プレゼント抽選会（           の腕時計が当たる！）

◆ドリフトカー同乗体験

◆女性向けコンテンツ
・オーラソーマ体験
・アロマ ハンドトリートメント
・アロマクラット（バスソルト）作り
・耳ツボジュエリー
・ヘアカラーチョーク

◆ミュージックライブ

◆フォーミュラカー乗車撮影会

6/22
AM ジェントルマンドライバー：予選・予選レース
PM プロドライバー：予選

Sat

富士スピードウェイにて同時開催
富士チャンピオンレースシリーズ第3戦（フォーミュラチャレンジ・ジャパン／ロードスター（N1）／86 & BRZ など）

富士スピードウェイ
詳細は富士スピードウェイ公式HPまで

http://www.fsw.tv/
お問い合わせ先：TEL （0550）78-1234

レース時はパドックフリーとなり、場内にてドライバー
トークショーやお子様向けにフォーミュラカーのステア
リングを握っての記念撮影、スーパーカー同乗走行な
ど、様々なイベントを予定しております。

入場料
大人1,000円（税込）
中学生以下 無料

駐車場無料

※開催は23日のみ

入場料
大人2,000円（税込）
中学生以下 無料

・場内での宿泊はできません。
・中学生以下は保護者同伴でご来場下さい。

インタープロトシリーズ

開幕戦

ILokwiaeトモヒロ
ヘアカラーチョーク

耳ツボジュエリー

KidsEvent
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国内外のモータースポーツにおいて華々しい活躍をされている
関谷正徳氏（SUPER GT PETRONAS TOM'S監督）が
3年の年月をかけたInter Proto Series 開幕戦を開催します。

レース時はパドックフリーとなり、場内にてドライバートークショーやお子様向けに
フォーミュラカーのステアリングを握っての記念撮影、スーパーカー同乗走行など、
様々なイベントを予定しております。
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イベントステージ
9:00～ 9:05 オープニングトーク
9:05～ 9:45 LIVE① トモヒロ LIVE② Kwiae（キエ）
10:50～ 11:10 LIVE③ ILO( イロ）
11:10～ 11:25 プレゼント抽選会
12:15～ 12:45 インタープロトドライバートークショー
12:45～ 13:05 FCJドライバートークショー
13:05～ 13:20 プレゼント抽選会

14:00～ 15:00 LIVE① トモヒロ LIVE② Kwiae（キエ） 
LIVE③ ILO( イロ）

 ※開催は
   23日のみ

インタープロトとは
Inter Proto Series は「Driving Competition」をテーマに車両
の過度な開発を抑制することで「均一化された道具（車両）を使ったドラ
イバーの技量（ドライビングテクニック）による競争」を具現化した、新
しいアプローチのヒューマン・モータースポーツです。

車両は、富士スピードウェイ周辺のレーシングガレージが長年培ってきた
知識や技術を集結し、設計・製作しました。

その心臓部には 3,950cc/V6 エンジンが搭載され、シャシーはカーボ
ンモノコックとパイプフレームのハイブリッド構造により、ドライバーの安
全確保にプライオリティが置かれたシリーズ専用設計の国産レーシングカー
「kuruma」。 

レースは、ジェントルマンドライバーとプロドライバーがペアでマシンをシェ
アし、業界初の「プロ・アマシリーズ戦」として 2日制で開催します。
1 日目はジェントルマンドライバーによる予選・決勝レース（レース①
10Laps）とプロドライバーによる予選、2日目は、それぞれが決勝レー
ス（ジェントルマン：レース② 15Laps、プロ：22Laps）を行います。 

富士スピードウェイ
詳細は富士スピードウェイ公式HPまで

http://www.fsw.tv/
お問い合わせ先：TEL （0550）78-1234

富士スピードウェイにて同時開催
富士チャンピオンレースシリーズ第3戦
（フォーミュラチャレンジ・ジャパン／ロードスター（N1）／86 & BRZ など）
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