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2019-2020 FIA世界耐久選手権 第2戦 富士6時間耐久レース 

36
さ ぶ

時間
ろ く

ずっと！36 HOURS OF FUJI を同日開催！ 
 

大会期間中、サーキットでの楽しみ方は人それぞれ。レース観戦を楽しみながら、 

食事やショッピング、e-bike体験、花火大会、アウトドアイベントなど、楽しみ方は無限大!! 
 

富士スピードウェイは、10 月 4 日（金）～6 日（日）に開催する 2019-2020 FIA 世界耐久選手権（WEC）

第 2 戦 富士 6 時間耐久レースに、アクティブ＆アウトドアフェス「36 HOURS OF FUJI」を併催します。 

予選日 5日（土）から決勝日 6日（日）の 2日間、WECの本場フランスのグルメやショッピングが

楽しめる「第 3 回 ル・ヴィラージュボンジュール フランス」をはじめ、TOYOTA GAZOO Racing 

ブース、e-bike サイクリングやシューティングなどの体験イベントなど、秋の週末を満喫できる様々な 

コンテンツを多数ご用意し、皆様のお越しをお待ちしています。  

■ コース上イベント 

 ピットウォーク       

10/5（土）11：20～12：50  【別料金 1,700 円（税込）】 

10/6（日）07：55～08：55  【別料金 2,200 円（税込）】 
※時間は変更する場合があります。中学生以下無料 (保護者同伴に限る)  
 

 国歌独唱：  

決勝スタート直前に行う国歌独唱は、ソプラニスタ岡本知高氏

が担当し、持ち前の美声で会場を盛り上げます。 
 

 SYO ARTIST 吉川壽一氏による「大書パフォーマンス」【初開催】 

10/6（日）決勝レーススタート前に披露！ 

ドバイの砂漠、パリのエッフェル塔、中国の天安門革命博物館前などで巨大スケールの

作品を制作してきた日本の SYO ARTIST 吉川壽一氏が、富士スピードウェイにてサーキット初

の大揮毫を披露します。・大揮毫（だいきごう）：「揮」はふるう、「毫」は毛筆で文字や絵を書く意味  
 

 グリッドセレモニーガールズ&ボーイズが決定！ 

SUPER GTなどで活躍する人気のレースクイーン8人に加え、レーシングドライバーの篠原拓朗氏、

高橋翼氏もグリッドセレモニーボーイを担当し、決勝レース前に行われるピットウォークやセレモニー

に登場するほか、決勝レース中の 12：15 より、イベント広場のステージに出演します。 

      

沢すみれ 太田麻美 澤田実架 高橋菜生 篠原拓朗 

     

安田七奈 宮本りお 川村那月 林紗久羅 高橋翼 
 

岡本知高氏 
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■ イベント広場 

 FIA WEC ドライバートークショー 10 月 5 日（土）イベント広場特設ステージにて 

予選日 10 月 5 日（土）には、ドライバートークショーに加え、参加のお客様と一緒に

楽しむ玉入れ大会を実施します。 
開催時間 イベント 

10：50～ 

11：10 

ドライバートークショ- 

ジェームス・カラド選手、ジャンマリア・ブルーニ選手、マルコ・ソーレンセン選手 

16：10～ 

16：50 

ドライバートークショーと玉入れ大会【初開催】 

マイク・コンウェイ選手、小林可夢偉選手、中嶋一貴選手、ブレンドン・ハートレー選手  

ニック・デ・フリーズ選手、山下健太選手、トーマス・ローラン選手 

   

 森のプロレスによるスペシャルマッチ： 5 日（土）開催 

イベント広場に特設のリングを設置。 

1980年代新日本プロレスで一時代を築いた「ドラゴン」こと 

藤波辰爾選手が登場、スペシャルマッチが行われます。 

 

 TOYOTA GAZOO Racing ブース 

(ジムカーナコースにて試乗体験を実施) 

イベント広場に設置されるブースでは、最新の TS050をはじめ、 

「TOYOTA SPORT」の頭文字「TS」を冠した歴代のレーシング 

カー展示が行われるほか、ジムカーナコースにて GRシリーズ 

車両を用いた試乗会が実施されます。 
 

 フランスフェア「第 3 回 ル・ヴィラージュボンジュール フランス」 

WEC発祥の地フランスにちなみ、クロワッサン、エスプレッソコーヒー、 

ケーキ、グラタン、ワイン、チョコレートなど、選りすぐりの名店が出店し、 

おいしい料理、お洒落なスイーツを味わいながら富士スピードウェイ 

での週末をお過ごしいただけます。また、洋服や雑貨などグッズ等 

も取りそろえています。  *協力：在日フランス商工会議所 

 

 「Fuji ebike Days」 ：Ebike 無料体験イベント 

最新 e-bikeの有名サイクルブランドが集結し、イベント広場にて 

試乗いただけます。  
*協力：株式会社ミヤタサイクル、ヤマハ発動機株式会社（50音順） 

 

 

 東京マルイ エアソフトガン シューティング体験ブース  

最新エアソフトガンの商品展示に加え、シューティングレンジで

のシューティング体験が可能です。（年齢制限有り） 
 

 アルピーヌ・ジャポンブース 

最新モデル「アルピーヌ A110」を展示。 
 

 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム PR ブース 

10月 27日（日）に開催される自転車イベントの PRブースです。 
 

 d-bike： お子様向けの d-bikeの体験試乗会を実施します。 
 

 静岡県「ふじのくに」PR ブース 

世界遺産「富士山」をはじめ、静岡県の観光名所を紹介します。 

藤波辰爾選手 

 

東京マルイ 

モデルガン展示ブース 

TS050 HYBRID 

 

ル・ヴィラージュ 

ボンジュールフランス 

ラ・メゾン・ド・レイル 
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■ スタンプラリー 

場内にあるスタンプを集めると素敵な景品がもらえる抽選会に参加できます。 
 

■ 手ぶらで BBQ：P16 駐車場   

大好評の「手ぶらで BBQ」が、昨年に引き続き登場！前準備は必要なく、後片付けも不要です。 

決勝前夜は 21:00 までオープンしていますので、ナイトバーベキューもお楽しみいただけます。 

料金（税込）は、事前予約 3,500円、当日予約 4,000円となっています。 

申込・詳細は、専用サイト（https://www.gpc-bbq.com/fiawec-fuji/）をご参照下さい。 

 

■ 5 日（土）、ゆったりと温泉も楽しめる温泉行のシャトルバスを運行！ 

富士スピードウェイとあしがら温泉／須走温泉天恵間にシャトルバスを運行！ 

キャンプや車中泊でお過ごしのお客様も、温泉でのご入浴をお楽しみいただけます。 

● 須走温泉 天恵行き： P2(CG パーク)より 15：00 から 1 時間おきに発車 

● あしがら温泉行き：   イベント広場総合案内所裏より 15：10 から 1 時間おきに発車 
 

※あしがら温泉行へのご乗車にはバス乗車整理券が必要です。 （定員制） 

整理券はイベント広場にある「小山町観光協会ブース」にて配布します。 
 

 

■ ナイトシアター 

5 日（土）19：00 より人気作「ボヘミアン・ラプソディ」を上映 

ピット上の大型ビジョンにて、伝説のロックバンド「クイーン」のボーカル、 

フレディ・マーキュリーを主人公にした感動の話題作を上映します。 

 
 

 

■ CAMP JAPAN 富士スピードウェイ 

CG パーク（P2）駐車場 

国内最大級の車中泊＆キャンピングカーイベントを実施。 

キャンピングカーが集結し、最大 3日間滞在が可能で、イベントは 

もちろん、レース観戦もお楽しみいただけます。 

会場では新車展示やグッズなどの販売も行われるほか、音楽や 

お笑いライブ、ワークショップなど、WEC富士の週末をたっぷり 

満喫できます。 
 

■ 花火大会 5 日（土）19：45 頃  ※CAMP JAPAN 主催コンテンツ  

5 日（土）に夜空を彩る花火大会を行います。  

打上場所は、P1 駐車場で、CG パーク（P2）駐車場付近で花火を

ご覧いただけます。 
 

■ レンタルカート 10/4（金）～10/6（日）9：30～17：00 Ｐ5 駐車場 

1 人乗り 1,000 円/7 周、2 人乗り 2,200 円 
 

本イベントは、「2019-2020 FIA 世界耐久選手権 第 2 戦 富士 6 時間耐久レース」会場内で開催

されますので、イベントへの参加には一般前売観戦券（中学生以下は保護者同伴に限り無料）の 

購入が必要となります。 
 

・イベント公式サイトＵＲＬ： http://36hours-of-fuji.com  

・WEC FUJI 公式サイト ＵＲＬ： http://fiawec-fuji.com 

以上 

©2019 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC.  All Rights Reserved 

【インフォメーションに関するお問い合わせ】営業部 広報・マーケティング課 

TEL：0550-78-1235（本社） TEL：03-3556-8511（東京）E-mail： press@fujispeedway.co.jp 
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