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「ル・マンの感動」と「世界最高レベルの競技の迫力」を体感！

TOYOTA GAZOO Racing FESTIVAL 2018
富士スピードウェイでは、11 月 25 日(日)、トヨタ自動車株式会社の主催による TOYOTA GAZOO
Racing FESTIVAL 2018 が開催されます。
今 年 も、「ル・マン 24 時間 レース」（FIA 世 界 耐久 選 手 権 《WEC》第 2 戦 ）で念 願 の初 優勝を
果 たした「TOYOTA TS050 HYBRID」と、FIA 世界ラリー選手権《WRC》でタイトル争いを繰り広げている
「ヤリス WRC」が富士スピードウェイにやってきます。
レーシングコースでの各カテゴリーのレースカーによるデモ走行をはじめ、場内では、レーシング
ドライバーと触れ合い、レースカーへの同乗、搭乗ができる体験イベントや車両展示に加え、お子様
も楽しめるキッズイベントも用意し、皆様のお越しをお待ちしています。
入場無料。お車/バイクでご来場の際は、別途駐車券（4 輪 1,600 円、2 輪 800 円）が必要となります。
詳細は、大会公式サイト（http://toyotagazooracing.com/jp/tgrf/2018/）をご参照下さい。
■大会概要
開門時間

2018 年 11 月 25 日（日） 午前 6：00 ※開門時間が早まる場合があります。

主催

トヨタ自動車株式会社

後援

小 山 町/小 山 町観 光協 会/小 山町 商 工会/御 殿場 市/御 殿場 市観 光 協会 /
公 益 社団 法 人静 岡県 観 光協 会 /裾 野 市/裾 野 市観 光協 会/山 中湖 村/山中 湖 観光 協会

入場料

無料 ※別途「駐車券」、「一部有料プログラム参加料金」がかかります。

駐車場料金（税込）

四輪 1,600 円、二輪 800 円、指定駐車券 3,200 円

■レーシングコース プログラム

※プログラムは変更する場合があります。

● 8：00～9：15 オーナーズクラブ パレードラン
オーナーによるパレード走行に加え、トヨタ 2000GT、トヨタスポーツ 800、
レクサス LFA など貴重な車両の走行が行われます。
● 9：15～10：00 ウェルカムセレモニー
イベントに参加のレーシングドライバー・監督が全員集合し、各レース
カテゴリーの車両と共に登場します。
● 10：05～10：20 ドリフトエクストリーム
D1 グランプリのドライバーが迫力のドリフト走行を披露します。
● 10：20～10：30 トヨタモータースポーツ メモリアルラン
ヒストリックレーシングカー「トヨタ 7」によるデモ走行が実施されます。
● 10：45～11：05 TGRF RALLY 選手権 SS
レーシングコースに設置された SS にて、「ヤリス WRC」や国内ラリー
選手権の車両などによる走行が実施されます。
● 11：15～11：40 サーキットタクシー（抽選申込、参加料税込 5,000 円）
レーシングドライバーが運転する車両に同乗し、サーキット走行を体感
できます。
走行予定車両：LC500、RC F、GS F、TGR Netz Cup Vitz Race 車両、
TGR 86/BRZ Race 車両
● 11：40～12：00 ニュルブルクリンク 24 時間レース（デモレース）
「ニュルブルクリンク 24 時間レース」に参戦した木下隆之選手、
影山正彦選手などによるレーシングカーのデモレースが行われます。
● 12：10～12：35 ル・マン初優勝 凱旋走行（ドライバー：中嶋一貴選手）
世界 3 大レースの 1 つ「ル・マン 24 時間レース」初優勝を記念し、
「TOYOTA TS050 HYBRID」のデモ走行が行われます。
● 12：35～13：10 ピットウォーク＆グリッドプレゼンテーション
ピットロードにて各カテゴリーのレーシングカーを間近にご覧いただけます。
また、コース上には、中嶋一貴選手と小林可夢偉選手が登場し、
「TOYOTA TS050 HYBRID」と「ヤリス WRC」、ご来場の皆様と一緒に
記念撮影を行います。
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● 13：30～14：30
TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 2018 Grand Final
各地のサーキットで激戦を勝ち抜いたドライバーが集結し、白熱のバトル
が展開されます。
● 14：40～15：25 サーキットサファリ（参加料税込 2,000 円）
前売券はローソン・ミニストップ、及びローソンチケットにて販売
（L コード 42318）、当日券先着順で販売
レーシングコース上を走るバスに乗り、迫力のエンジン音と共に駆け抜ける
レーシングカーを間近にご覧いただけます。
● 15：30～15：45 SUPER FORMULA（デモレース）
今回で見納めとなるレーシングカーSF14 のデモレースです。
● 15：45～16：05 SUPER GT（デモレース）
GT500 クラスのレクサス LC500 と GT300 クラスのレクサス RC F、
TOYOTA PRIUS、SUBARU BRZ などによるデモレースです。

■ TGRF RALLY 選手権
10：30～10：42 A パドックにて「セレモニアルスタート」
10：45～11：05 SS1：レーシングコース
11：15～11：35 SS2：A パドック、SPECIAL PERFORMANCE AREA
11：35～12：05 車両点検・整備：A パドック内、
「WRC/JRC サービスパーク」にて実施されます。
13：10～13：20 SS3：P16 駐車場
13：15～13：45 A パドックで行われる「セレモニアルゴール」では、
参戦ドライバーのインタビューが行われます。
■ 場内プログラム
● A パドック
 RALLY VILLAGE
・WRC サービスパーク・JRC サービスパーク
WRC や JRC の雰囲気を再現し、出走前点検の様子などを
ご覧いただけます。
・ラリーアトラクション：ドライバーやコ・ドライバーの体験コーナー
 GR VILLAGE
・GR シリーズ全 12 車種の最新ラインナップが展示されます。
 SPECIAL PERFORMANCE AREA
・MIRAI ラリーカー同乗体験（抽選申込）
・GR 同乗体験（抽選申込）
● P16 駐車場：ラリー コ・ドライバー体験（抽選申込）
ラリードライバーの助手席に乗り、コ・ドライバー体験ができます。
● ショートサーキット：ワクワク POTENZA ドライブ（先着順）
タイヤの比較試乗や、ランフラットタイヤを装着した車両での走行を
体験できます。
● ドリフトコース：ドリフト同乗体験（抽選申込）
レーシングドライバーの助手席に同乗し、ドリフト走行を楽しむこと
ができるほか、ドリフトパフォーマンスや、ドリフトドライバーによる
トークショーが行われます。
● P5 カートコース：カート体験（先着順）
● ダカールパーク（P20 駐車場）：ダカールエクスペリエンス
（同乗走行：抽選申込、搭乗体験：先着順）
ダカールラリーに参戦している「トヨタランドクルーザー」、「日野
レンジャー」に同乗や搭乗体験を楽しむことができます。
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● P12 駐車場・イベント広場：DUAL ATTACK（先着順）
「カート競技」と、レーシングシミュレーターによる「レース競技」を
組み合わせた新しい競技を体験できます。
● ピットビル
 1 階ピット 5～9 番：「ル・マン挑戦の歴史展」
ル・マン 24 時間レース初優勝を記念し、ル・マンに挑んだ
歴代のレーシングカー展示に加え、ル・マン 24 時間レース優勝
トロフィーを展示します。
 1 階ピット 35 番：「搭乗体験」・「メカニック体験」（先着順）
レーシングカーへの搭乗やタイヤ交換を体験いただけます。
 1 階ピット 37 番：「グランツーリスモ SPORT 体験」（先着順）
レーシングコース走行の疑似体験を楽しむことができます。
 2 階クリスタルルーム 9 番：ドライバーラウンジ
レーシングドライバーと触れ合えるエリアを設置します。
■キッズプログラム
● アナウンサー体験（抽選で 2 名様）：
レーシングドライバーや参加者にインタビューできる
ピットレポーターの体験です。
● チェッカーフラッグ体験（抽選で 1 名様）：
「サーキットサファリ」終了時に、実際のレースと同じ場所で
チェッカーフラッグを振るコースマーシャルの体験です。
● 記者体験（抽選で 10 名様）：
レーシングドライバーにインタビューができるレース記者の
体験コンテンツです。
● マネージャー体験（抽選で女子 4 名様）：
チームマネージャーとして、ピットウォークの時間に
サイン会のお手伝いなどをします。
● エスコートキッズ（先着 60 名様）：
レーシングドライバーと一緒に「ウェルカムセレモニー」
の会場に入場するプログラムです。
● サインボード体験（先着 4 名様）：
ピットウォールで走行中のドライバーに向けて
サインボードを掲出するチームメカニックの体験です。
● 見学ツアー（先着 120 名様）：ピットビルの各施設見学を行います。
■イベント広場
● レーシングドライバートークショー(イベントステージにて)
● ヤマハ親子バイク教室（抽選申込）
● トヨタ東京自動車大学校 子供メカ体験
● 地球のチカラで走る！ソープボックス（R）モックカー
● TRY RC カー：RC カーの操縦体験
● お仕事体験 ミニカーづくり
● 高所作業車 乗車体験
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以上
※写真は過去同大会・2018-2019FIA 世界耐久選手権 第 4 戦 富士 6 時間耐久レース（TS050 HYBRID のみ）でのもの。

【本件に関するお問い合わせ】
TOYOTA GAZOO Racing 運営事務局

TEL：03-3261-7117(直通)

E-mail：info2018@tgrf.jp

【インフォメーション・取材申請に関するお問い合わせ】営業部 広報マーケティング課
TEL：03-3556-8511 E-mail：press@fujispeedway.co.jp 取材申請： http://www.cobans.jp/

