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駐車場のご案内

 指定駐車場
 一般駐車場
 優先駐車場
 二輪車駐車場

■ イベントメイン会場
■ サテライト会場

富士スピードウェイ 発 小田急新松田駅 発 小田急開成駅 着
14:30 15:30 15:40
15:30 16:30 16:40
16:30 17:30 17:40
17:30 18:30 18:40

富士急湘南・臨時バス　小田急新松田・小田急開成駅行
料金：  小田急開成駅 1,340円（片道）
 小田急新松田駅 1,230円（片道）

富士スピードウェイ 発 御殿場駅 着
13:00 13:25
14:00 14：25
15:00 15:25
16:00 16:25
16:30 16:55
17:00 17:25
17:30 17:55
18:00 18:25

富士急行・臨時バス　御殿場駅行
料金： 630円（片道）

お帰りバススケジュール
臨時バスはイベント広場発、路線バスは西ゲート発です。

※上記以外の駐車場には駐車できません。

シャトルバス

サテライト会場イベント広場

ステージスケジュール

8：00 脇阪塾「レーシングドライバーとクルマで遊ぼう」
10：45 くま吉ステージ（じゃんけん大会）
11：30 AKB48 Team 8スペシャルステージ
13：15 キャンペーンガールPRステージ
14：15 くま吉ステージ（じゃんけん大会）
14：45  ステージ
15：40 AKB48 Team 8スペシャルステージ

スペシャルライブ 
 1回目  11：30～   2回目  15：40～

スペシャルライブ観覧エリア入場整理券は、朝8:50より
「AKBライブ抽選整理券配布エリア」にて抽選により配布します。

「CAFÉ LOUNGE」をコンセプトに、美味しいコーヒーを飲み
ながら、女性にモータースポーツを楽しんで頂ける空間をご
用意いたします。女性も楽しめる走行体験をはじめ、簡単に体
幹をチェックできるレーサーフィット体幹診断、東京カメラガー
ルズによるラリー撮影写真展示など、盛りだくさん ！
ブースに来ると、素敵なプレゼントもあるかも？ ！

※当日の出演者は写真とは異なります。

©AKS

子供・女性からモータースポーツファンまで楽しめる体験コンテンツが充実
全ての入場者の方は警備員の誘導にしたがって駐車してください。

抽選

13：00～14：30

シャトルA 運行時間: 6:30～17:00までの間、随時5分間隔で運行。
所要時間： 1周およそ15分

シャトルB 運行時間: 6:30～17:00までの間、随時10分間隔で運行。
所要時間： 1周およそ25分

シャトルC 運行時間: 7:00～17:30までの間運行。
所要時間： 片道およそ10分

イベント会場巡回シャトルバス

場内駐車場巡回シャトルバス

P22専用シャトルバス

イベント広場
インフォメーション

ショート
サーキット
モビリタP2P5P7P15P14

ドリフト
コース P10

イベント広場インフォメーション

ショートサーキットP5

ドリフトコース

イベント広場バス降車場

P22

ショートサーキット体験ワクワクPOTENZAドライブ&ランフラットタイヤ同乗体験

ドリフトコース体験 DRIFT EXPERIENCE

タイヤの性能や働きを理解しながらセーフティドライ
ブが体験できるコーナーです。「POTENZA体感試乗」

「ランフラットタイヤ同乗体験」共に参加無料です。
受付時間  7：30〜
受付場所  ショートサーキット内受付
受付方法  先着順

「ドリフト同乗体験」を実施しているエリア ！ ドリフト車
両の助手席で異次元のドリフトを体験することができ
ます。またドリフトコースでは迫力のドリフトパフォー
マンスも時間ごと披露しています。さあドリフトコース
へ急げ ！
抽選券配布  ①7：40〜 ②12：00〜 ③13：05〜 ④14：10〜
受付場所  ドリフトコース内「同乗体験」受付
受付方法  抽選

ダカールラリーに出場した「“日野レンジャー”同
乗体験／搭乗体験」と「“トヨタランドクルーザー
200ラリー車”搭乗体験」ができるコーナーです。
受付時間  
＜同乗体験＞
●レンジャー ①7：00〜 ②10：45〜 ③14：00〜
＜搭乗体験＞
●レンジャー ①12：45〜 ②13：45〜
●ランドクルーザー ①8：00〜 ②12：15〜 ③14：15〜
受付場所  P20内「DAKAR EXPERIENCE」受付
受付方法  ＜同乗体験＞抽選　＜搭乗体験＞先着順

受付時間  6：00〜
受付場所  体験プログラム受付

普 通 免 許 で 気 軽 に 楽しめ るクル マ の 運 動 会 、
「オートテスト」の模擬体験会を開催中 ！ ぜひご家族
やお友達と来てくださいね。 模擬体験コースでは、速
さではなく設定タイムにいかに近づけるかを競いま
す。攻略のカギは車庫入れと運転の正確さ ！ 日頃のド
ライブで磨いた腕を試してみませんか？
受付時間  7:30〜　受付場所  ジムカーナコース内受付
受付方法  先着順※写真はイメージです

アウトドアファッション誌「GO OUT」とTOYOTA GAZOO Racingとのコラボレーション企画。TOYOTA 
GAZOO Racing FESTIVALで初めてのキャンプが実現しました。前日からのキャンプや前夜祭と当日のイベント
を同時に楽しめる、まさにハイブリッドな新しいサーキットの楽しみ方です。

約50クラブ500台以上の車両が一堂に会します。新旧さまざまなクルマが展示されているので中には貴重なクル
マもあるかも !? 興味のある人はぜひオーナーズクラブの人に直接声掛けして仲間入りしてください。

トヨタ2000GT、トヨタスポーツ800、レクサスLFA、トヨタカローラのオーナーの皆様の車両が展示してあるス
ペースです。幻の名車たちを見ることのできる絶好の機会なので足を運んでください。

P20体験 DAKAR EXPERIENCE

ジムカーナコース体験ワクドキ ドライビング ！ タイムアタック

　パナソニックコーナー駐車場

P5オーナーズクラブミーティング

Aパドックオーナーズクラブ スペシャリティカー
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トヨタランドクルーザー乗り場

体験コース

日野レンジャー乗り場

メインスタンド

地下通路
（イベント広場へ）

レストラン
“ORIZURU”

同乗体験受付
GAZOO展示車両

TRDラリーチャレンジ
優勝車両展示

コ・ドライバー講習会

ステージ

ステージ

受付

同乗体験受付/
キャップ引換所※
コ・ドライバー講習会

キャップ引換所※

全日本ラリーピット

GAZOO展示車両

TRDラリーチャレンジ
優勝車両展示

ステージ

全日本ラリーピット
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インフォメーション
キッズお仕事体験受付

「ウェルカムセレモニー」
「グリッドウォーク」
「サーキットバスツアー」
集合場所

「ウェルカムセレモニー」
「グリッドウォーク」
「サーキットバスツアー」
集合場所

「ウェルカムセレモニー」
「グリッドウォーク」
集合場所

「ウェルカムセレモニー」
「グリッドウォーク」
集合場所

Rally EXHIBITION

ピット見学ピット見学

レーシングコース体験プログラム受付

会場巡回バス乗場

場内巡回バス乗場

第2ゲート

SUBARUブース

出展エリア

ブリヂストン
モーター
スポーツカフェ

パドックステージ

ラインナップ展示

オーナーズクラブ展示
（スペシャリティカー）
オーナーズクラブ展示
（スペシャリティカー）

ニュルブルクリンクラインナップニュルブルクリンクラインナップ

YAMAHA
親子バイク教室

イベント
ステージ

SUVオフロードチャレンジ

タミヤコーナー

THE KART

TOYOTA
GAZOO Racing

EXPERIENCE

TOYOTA
GAZOO Racing

EXPERIENCE

出展エリア出展エリア
優先駐車場

•レーシングシミュレーター
•タイヤフリースロー
•タイヤリフトアップ
•ラッキータイヤ・チャレンジ
•ゲキドライヴ

•トヨタくま吉ふわふわ
•ルーキーふわふわ

•公式グッズSHOP
•ROOKIE Café

P22
駐車場行

御殿場
駅行

開成駅・
松田駅行

第3ゲート

バス乗場

ATM

ソープボックス
モックカー体験 

カローラ生誕50年記念展示

イベント
ステージ

TOYOTA
GAZOO Racing
WOMAN

出展エリア出展エリア

ソープボックス
モックカー体験 

AKBライブ
抽選整理券配布エリア

AKBライブ
抽選整理券配布エリアキッズ

スタンプラリー
景品交換所

イベント告知チラシ持参者限定プレゼント

事前に各地で配布した、イベント告知チラシをお持ちいただいた方
先着3,000名様に「走るアクアクラフトカー」をプレゼントします。

走る ！ G’sアクアクラフトカー

初代カローラや最新の特別仕様車を展示。
ブースで撮った写真をSNSで投稿するとカ
ローラグッズをプレゼント ！
※グッズはなくなり次第、終了となります。

バイクの基本操作と走る面白さを学習体験で
きるプログラム。親子で楽しく参加できます。
受付時間  ①9:00〜②10:40〜③12:40④14:20〜
受付場所  YAMAHA親子バイク教室受付
受付方法  各回開始前に抽選

フォークリフト・高所作業車の乗車体験ができ
ます。
受付時間  7：00〜
受付場所  フォークリフト・高所作業車乗車体験 受付
受付方法  先着順

タミヤRCカーの体験操縦が楽しめるコー
ナーです。 プラモデルやRCカーも販売して
います。

会場に巨大なルーキーちゃんとくま吉が登
場 ！ 元気いっぱい遊びましょう ！

クルマの基本構造が学べると同時に、「ものづ
くり」の楽しさや「クルマへの親しみ」を体験で
きます。小さなお子様から参加可能です。

「タイヤリフトアップ」
「 ラッキ ータイヤ・
チャレンジ」「タイヤフリースロー」などタイヤ
を使った様々なゲームに参加しよう ！ 小さな
お子様でも楽しめるコーナーです。

小さなお子様でもクルマが運転できる「ペダ
ルカー」に乗って、クルマの楽しさを体験しな
がらおもいっきり遊ぼう ！

バンダイのリアルレーシングホビー“ゲキドラ
イヴ”を体験しよう ！ 物販も同時開催 ！ お気に
入りのマシンを手にしてゲキレースにチャレン
ジしよう ！ 参加無料 ！
※中学生以下の方のみ体験可能となります。

ついにフォーミュラカーの同乗
体験が登場! 小学生以上の方か
ら参加可能。

受付時間  7：00〜
受付場所  EXPERIENCE受付
受付方法  先着順

TOYOTA GAZOO Racingグッズをゲットしよう ！

スペシャル体験プログラム

TOYOTA GAZOO Racingの魅力が詰まったステージプログラム

有料  サーキットサファリ（先着順）
有料  レーシングカー同乗体験（抽選）
有料  サーキットタクシー（抽選）

全て有料のプログラムです。“レーシング
カー同乗体験” “サーキットタクシー”は身
長140cm以下の方は参加できません。 ※定員に達ししだい終了となります。

レーシングコース体験プログラム

トヨタのSUVで特設オフロードコースを同乗体験できます。
受付時間  7：00〜
受付場所  SUVオフロードチャレンジ受付
受付方法  先着順

ご試乗いただくにあたっての注意事項 ★体験イベントは、運転免許証（日本国内で有効な免許証に限ります）を必ずご持参ください。また、運転免許取得者が20
歳未満の方は保護者の同意の署名が必要になります。 ★助手席にインストラクターが同乗致します。 ●ご参加される

方は、あらかじめ誓約書への署名が必要となります。 ●ご試乗の際は、運転に適した服装をご着用ください。素足・サンダル・ハイヒール・ぞうりなどではご試乗いただけません。 
●アルコール・薬物を飲用されている方、妊娠中の方、体調が優れない方、介添えが必要な方のご試乗はご遠慮いただきます。 ●ご参加の際は、専門のインストラクターや運営ス
タッフからの指示・誘導を必ずお守りください。 

●ご体験のお申し込みは当日、先着順にて受け付けますが、体験時間をご選択いただくことはできません。 
●各コーナーには参加人数に限りがあるため、ご参加いただけない場合がございます。  

その他の注意事項 ●写真はイメージ、または別会場開催時のものです。実際の内容とは異なります。 ●当イベントは、TV、新聞、インターネット、雑誌、そ
の他メディアの撮影対象となります。会場内で撮影された画像・映像はトヨタ自動車の広告物やWEBサイトにて使用させていただきま

す。 ●天候によってはコンテンツが変更になる場合がございます。 ●来場者多数の場合、入場を制限させていただく場合がございます。 ●TOYOTA GAZOO Racing 
FESTIVAL会場内及び駐車場内での自転車・キックボード・スケートボードの使用や他のお客様のご迷惑となる行為、公序良俗に反する行為を禁じます。 ●安全のため、指
定エリア以外への立ち入りはご遠慮ください。  ●都合によりコンテンツが変更、中止になる場合がございます。

レーシングドライバーの助手席
でクルマの挙動やGを体験!

受付時間  7：00〜
受付場所  EXPERIENCE受付
受付方法  先着順

トータルチューンを施した“G's
アクアカート”でタイムアタック
に挑戦!お子様から参加可能。

受付時間  7：00〜
受付場所  THE KART受付
受付方法  先着順

AKB48 Team 8クルマサークル
のメンバーたちが、その腕を競い
合います。

●主催： トヨタ自動車株式会社 ●後援： 小山町／小山町商工会／小山町観光協会／公益社団法人静岡県観光協会／御殿場市／御殿場市観光協会／裾野市／裾野市観光協会／山中湖村／山中湖観光協会 
●特別協力： 富士スピードウェイ株式会社 ●協力（50音順）： 株式会社アムラックストヨタ／株式会社GTアソシエイション（GTA）／スバルテクニカインターナショナル株式会社（STI）／住友ゴム工業株式会社／
ダイハツ工業株式会社／株式会社タクティー／東洋ゴム工業株式会社／株式会社豊田自動織機 トヨタL&F／トヨタ車体株式会社／トヨタテクノクラフト株式会社／日本グッドイヤー株式会社／
特定非営利活動法人 日本ソープボックスダービー／日本ミシュランタイヤ株式会社／株式会社日本レースプロモーション（JRP）／日野自動車株式会社／富士重工業株式会社／株式会社ブリヂストン／
ヤマハ発動機株式会社／横浜ゴム株式会社

SPECIAL THANKS

プロのレーシングドライバーも活用しているリアルなレーシングシ
ミュレーター体験プログラムです。
受付時間  7：00〜
受付場所  レーシングシミュレーター受付
受付方法  先着順　参加料（税込） ¥500 ※¥100の簡易版もご用意しています。

　　レーシングドライバーとクルマで遊ぼう！

レーシングドライバーが皆さんのいるイベント広場に集結 ！ さまざまな体験コンテンツにドライバーと一緒に参加できます。
サインや記念写真のチャンスです ！ 

「フォーミュラカー」「86」いずれかの同乗体験で、車両を選ぶことはできません。

有料

8：00～8：50

タイヤ協賛

タイヤ協賛

注目！

抽選

抽選 ※同乗体験のみ

カローラ生誕50年記念展示　

YAMAHA親子バイク教室
SUVオフロードチャレンジ

レーシングシミュレーター トヨタL&F はたらく自動車乗車体験 タミヤコーナー

ルーキー・くま吉ふわふわ
地球のチカラで走る ！
ソープボックスモックカー体験

タイヤゲーム

キッズサーキットペダルカー
バンダイ ゲキドライヴ

フォーミュラトヨタ タンデムカー同乗体験 86パワードライブ同乗体験

イベントステージ

EXPERIENCE THE KART

キッズスタンプラリー
会場内に設置してあるスタンプコーナーでスタンプを全部ためると、先着4,000名様にどちらかのグッズをプレゼントします。

【スタンプ配置会場】
① レーシングシミュレーター 受付付近
② THE KART 受付付近
③ YAMAHA親子バイク教室 受付付近
④ 地球のチカラで走る!ソープボックスモックカー体験 受付付近
⑤ タイヤリフトアップ 受付付近

会場を回って素敵なグッズをゲットしよう ！

※キッズ限定スタンプラリーです。高校生以上は参加できません。
※スタンプラリーの台紙はスタンプ設置場所で配布します。
※スタンプラリーの景品はイベント広場内「キッズスタンプラリーテント」でお渡しします。

応援フラッグ

86
ステッカー

※イベント広場インフォメーションにて交換※本イベントガイドではありません。

要免許

要免許

女性も子どもも
集まれ！



レーシングコース Aパドック

TOYOTA 86「86Racing」と
SUBARU BRZ「RA Racing」だけで争うワンメイクレース
86/BRZ Raceは昨年から2シリーズ制を展開。プロドライバーが参
戦できる「プロフェッショナル」シリーズと、アマチュアドライバーし
か参加できない「クラブマン」シリーズに分かれる。アマチュアドライ
バーはどちらのシリーズでもエントリーできるので、憧れの「プロドラ
イバー」と勝負したい、クラブマンレースを思いっきり堪能したいな
ど目的に合わせてシリーズを選ぶことができる。プロフェッショナル

シリーズには国内の有名プロレーサーも多数参戦! 現役スーパーGTドライバーの谷口信輝選手、織戸学選手、青木孝行選手や
トップカテゴリーで活躍した服部尚貴選手、羽根幸浩選手、山田英二選手など、プロレーサーも多数参加しているのも86/BRZ 
Raceの魅力。今、一番アツいワンメイクレース"として盛り上がりを見せている。

根強い人気を持つアマチュアレース
始まりは2000年。多くのクルマ好きが手軽にレースに参加出来るよ
う、日本初のナンバー付車両によるワンメイク（同一車両）レースが
誕生。それがNetz Cup Vitz Race。そのエントリーは簡単で、Vitz 
RS "Racing"と国内Aライセンスがあれば誰でも参加ができる。レー
スの参加者は10代の学生から60代のベテランまでと非常に幅広く、
女性も多く参加している。レースに出る「憬れ」を実現できる、それが
Netz Cup Vitz Raceなのである。

<大会公示>「TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race Round TGRF」および「TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race Grand Final」は、国際
自動車連盟（FIA）及び一般社団法人日本自動車連盟（JAF）公認のもと、FIA国際モータースポーツ競技規則、ならびにそれに準拠したJAF国内競技規則とその付
則、富士スピードウェイ一般競技規則、トヨタカーズ・レース・アソシエイション（T.R.A.）発行の「TGR 86/BRZ Race 2016 Regulation Book」及び「Netz Cup 
Vitz Race 2016 Regulation Book」が含まれる。上記共通規則には、本特別規則が優先される。

8:00～9:15
オーナーズクラブパレードラン
約50クラブ・300台のオーナーズクラブの皆様にご参加いただくパレードです。
トヨタ2000GT、トヨタスポーツ800、レクサスLFA、など貴重な車両もパレード
走行します。

9:20～10:30
体験ウェルカムセレモニー
今年のウェルカムセレモニーはご来場の皆様と一緒に行います。参加ドライバー
がコースに登場するシーンを、皆様も開放されたレーシングコース上で見学して
ください。

10:45～11:20
 Grand Final

一年間各地の激戦を勝ち抜いてきた勇者が富士スピードウェイに集結。日本一
の座をかけ、熾烈な戦いが繰り広げられます。

11:35～12:05
体験サーキットタクシー
プロのレーシングドライバーの助手席で富士スピードウェイを周回できるプログ
ラムです。
受付時間  6：00〜9：00　受付場所  イベント広場内「レーシングコース体験プログラム受付」
受付方法  抽選券を配布　※抽選券は規定枚数に達ししだい配布を終了させていただきます。
参加料（税込） 86/GRMN ¥10,000　Vitz ¥5,000 

12:05～12:20
ドリフトエクストリーム
人気の高い「ドリフトエクストリーム」。D1グランプリ参戦中のドリフトドライバー
の華麗なテクニックによる限界ギリギリのパフォーマンスはまさに必見です。

12:25～13:05
 Round TGRF

TOYOTA 86「86Racing」とSUBARU BRZ「RA Racing」の本格FRスポーツ
カーを操って楽しめる、数少ないワンメイクレースです。プロもアマチュアも共に
腕を競い合います。

13:20～14:00
体験レーシングカー同乗体験
レーシングドライバーが操る本物のレーシングカーの助手席でサーキット走行を体験す
ることができるプログラムです。ど迫力の富士スピードウェイ走行を体験してください。
受付時間  6：00〜11：00　受付場所  イベント広場内「レーシングコース体験プログラム受付」
受付方法  抽選券を配布 ※抽選券は規定枚数に達ししだい配布を終了させていただきます。
参加料（税込） ¥15,000

14:05～14:30
ニュルブルクリンク エキシビションレース
世界一過酷な「ニュルブルクリンク24時間レース」を戦い抜いてきたレーシング
カーが富士スピードウェイを凱旋走行します。2016年の参戦車両を中心に過去
のニュル出場マシンが加わり、本番レースさながらの走行を行います。

14:35～15:15
体験サーキットサファリ
レーシングカーの走行中に大型バスに乗車し、富士スピードウェイのコースを監
督・プロドライバーの解説で、サファリパークのように見学するプログラムです。
受付時間  6：00〜　受付場所  イベント広場内「レーシングコース体験プログラム受付」
受付方法  先着順にて受付　※定員に達ししだい販売を終了させていただきます。
参加料（税込） ¥2,000

15:20～15:50
SUPER GT vs SUPER FORMULA スペシャルバトル
ここでしか見ることができない、レースカテゴリーの異なる「SUPER GT」と

「SUPER FORMULA」が混走し、TOYOTA GAZOO Racingの威信をかけた
バトルを繰り広げます。

15:55～16:30
体験グリッドウォーク
TOYOTA GAZOO Racing FESTIVALに参加したレーシングドライバーと
レーシングカーが一般開放されたホームストレート上に集合します。どなたでも
コース上で参加可能です。

15:55～16:30
体験サーキットバスツアー
大型バスに乗車してレーシングコースを見学できるバスツアーです。どなたでも
参加可能です。（レーシングカーは走行しません）
受付時間  15：30〜　受付場所  第2ゲート前
受付方法  サーキットバスツアー看板前にお並びください

86タイヤ協賛

インタープロト
タイヤ協賛

タイヤ協賛

START/GOAL
 Section 1  10：30〜
 Section 2  13：15〜

SS1

SS2 SS3

TOYOTA GAZOO Racing FESTIVALラリー選手権
様々なカテゴリーのラリーカーが出走！！

TOYOTA GAZOO Racingのマスコットキャラクターである「ルー
キー」にちなんだカフェ。2007年からドイツ・ニュルブルクリンクに挑戦
を続けるTOYOTA GAZOO Racingチームメンバーが愛する、現地で
人気のメニューをクルマを鑑賞しながらお楽しみください。

各種ミニカーを始め、「TOYOTA GAZOO Racing公式グッズ」を販売しています。
ニュルブルクリンク24時間耐久レース参戦10th記念Tシャツを数量限定で販売!!

公式グッズ SHOP

ニュル10周年Tシャツ
S・M・L  各¥4,000（税込）

キャップ
¥3,800（税込）

トヨタくま吉
ラバーキーホルダー
¥800（税込）

ステッカー 白・黒 各¥500（税込）

ハンドタオル
トヨタくま吉・ルーキーちゃん
各¥600（税込）

※画像はすべてイメージです。

受付時間  1回目7：30〜／2回目14：20〜
受付場所  Rally EXPERIENCE受付　受付方法  抽選
※定員に達ししだい受付を終了いたします。

プロのラリードライバーによる迫力のデモンストレーション走行
を行います。

12：40〜12：55

ラリードライバー同乗体験 ラリードライバーデモンストレーション走行

2017年WRC開幕を控え、トヨタがラリーに取り組んだ歴史をご紹介します。懐かしの名車の展示も!!

今年のニュルブルクリンク参戦車両「LEXUS RC F」「TOYOTA C-HR Racing」を始め、「極限のレースの中で鍛えられた究
極のクルマたち」が勢ぞろいします ！

TOYOTA GAZOO Racing FESTIVAL恒例、レーシングカーのピットを一般公開しています。本物のレーシングカーを間近
でチェックしてください。ピットでドライバーやレースクィーンを見つけたらサインや写真をお願いしてみましょう ！

脇阪塾座談会
TOYOTA GAZOO Racing FESTIVALプロデューサー“脇阪寿一氏”による座談会形式のトーク
ライブ。レーシングドライバーやチーム監督をゲストに迎え、レースの裏話からプライベートトーク
まで面白い話が盛りだくさん。
 1回目  10：55〜　 2回目  13：25〜

WEC、ニュル、スーパーGT、スーパー
フォーミュラ、5大陸走破など今年活躍した
車両を展示。

TOYOTA GAZOO Racingのレーシングカーが集結し、展示されています。体験もできるコーナーです。

トータルチューンを施したスポーツカーブラ
ンド「GRMN」「G’s」と「新型86」を展示。

WECで活躍した「TS050 HYBRID」とスー
パーGTで活躍した「LEXUS RC F」に搭乗体
験できます。

チャ
イ
ルド
シ
ート
体
験

ラ
ン
フ
ラッ
トタ
イ
ヤ
体
験

受
付

受付

トヨタランドクルーザー乗り場

体験コース

日野レンジャー乗り場

メインスタンド

地下通路
（イベント広場へ）

レストラン
“ORIZURU”

同乗体験受付
GAZOO展示車両

TRDラリーチャレンジ
優勝車両展示

コ・ドライバー講習会

ステージ

ステージ

受付

同乗体験受付/
キャップ引換所※
コ・ドライバー講習会

キャップ引換所※

全日本ラリーピット

GAZOO展示車両

TRDラリーチャレンジ
優勝車両展示

ステージ

全日本ラリーピット

Ｒａｌｌｙ
ＥＸＰＥＲＩＥＮＣＥ

ＴＯＹＯＴＡ ＧＡＺＯＯ Ｒａｃｉｎｇ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ

インフォメーション
キッズお仕事体験受付

「ウェルカムセレモニー」
「グリッドウォーク」
「サーキットバスツアー」
集合場所

「ウェルカムセレモニー」
「グリッドウォーク」
「サーキットバスツアー」
集合場所

「ウェルカムセレモニー」
「グリッドウォーク」
集合場所

「ウェルカムセレモニー」
「グリッドウォーク」
集合場所

Rally EXHIBITION

ピット見学ピット見学

レーシングコース体験プログラム受付

スタンプ
ラリー
景品交換所

会場巡回バス乗場

場内巡回バス乗場

第2ゲート

SUBARUブース

出展エリア

ブリヂストン
モーター
スポーツカフェ

パドックステージ

ラインナップ展示

オーナーズクラブ展示
（スペシャリティカー）
オーナーズクラブ展示
（スペシャリティカー）

ニュルブルクリンクラインナップニュルブルクリンクラインナップ

YAMAHA
親子バイク教室

イベント
ステージ

SUVオフロードチャレンジ

タミヤコーナー

THE KART

TOYOTA
GAZOO Racing

EXPERIENCE

TOYOTA
GAZOO Racing

EXPERIENCE

出展エリア出展エリア
優先駐車場

•レーシングシミュレーター
•タイヤフリースロー
•タイヤリフトアップ
•ラッキータイヤ・チャレンジ
•ゲキドライヴ

•トヨタくま吉ふわふわ
•ルーキーふわふわ

•公式グッズSHOP
•ROOKIE Café

P22
駐車場行

御殿場
駅行

開成駅・
松田駅行

第3ゲート

バス乗場

ATM

ソープボックス
モックカー体験 

カローラ生誕50年記念展示

イベント
ステージ

TOYOTA
GAZOO Racing
WOMAN

出展エリア出展エリア

ソープボックス
モックカー体験 

AKBライブ
抽選整理券配布エリア

AKBライブ
抽選整理券配布エリア

シーズン最後のモータースポーツイベント「TOYOTA GAZOO Racing FESTIVAL」。レーシングチームの出展コーナーには掘
り出し商品がセールになっていることも!またパーツメーカーのエリアには数多くのカスタム車が展示されているのでお好みのお
店でカスタムの相談をしてみよう !

レーシングカーと写真を撮ったり、ドライバーからサインをもらおう ！

ワクワクドキドキがいっぱい! 大人も子供も楽しめる

ウェルカムセレモニーに
参加しよう!

グリッドウォーク

出展者一覧
アドヴィックス／株式会社エイチ・ピー・アイ／エッチ・ケー・エス／エルドオートサービス／エンケイ／株式会社オクヤマ／小倉クラッチ株式会社／
小山町・小山町観光協会／小山町商工会／カートップ／神奈川トヨタ マスターワン／御殿場市観光協会／株式会社サード／埼玉トヨペット Green Brave／
ジェームス／裾野市／スパークス・アセット・マネジメント／株式会社セルモ／株式会社タミヤ／ダンロップ／チームルマン／東洋ゴム工業株式会社／
株式会社トップセレクション／トヨタL&F／トヨタカローラ神奈川／トヨタカローラ名古屋株式会社　AREA86 日進竹の山／トヨタカローラ中京 with COSEVATI／
トヨタ東京自動車大学校／トヨタ部品静岡共販株式会社／トヨタ紡織／トヨタ モデリスタ／トラスト／日本グッドイヤー株式会社／
日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会（NAPAC）／NPO法人　日本ソープボックスダービー／日本ミシュランタイヤ株式会社／
株式会社ニューポート／ネッツトヨタ静浜株式会社ASK／ネッツトヨタスルガAREA86沼津／ネッツトヨタ中部株式会社ミッドレス／
ネッツ東 埼 玉 　 ブ ル ー エリア ／ 富 士 重 工 業 株 式 会 社 ／ 富 士 スピ ードウェイ 株 式 会 社 ／ 藤 壺 技 研 工 業 株 式 会 社 ／ ブリヂ ストン／
株式会社プロジェクト・ミュー／ベストカー／株式会社ペトロプラン／モータースポーツ・ライフセービング機構（LSO）／山中湖村／ヤマハ発動機株式会社／
横浜ゴム株式会社／株式会社レイズ／株式会社レーシングプロジェクトバンドウ／ワーク／株式会社和光ケミカル／apr／AQM F+／ARTISAN SPIRITS／
AUTOSPORT／Baruta／BBSジャパン株式会社／BLITZ／BRIDE／CUSCO／DIXCEL／DSPEED／ENDLESS／EURO SPORTS／FOREST／
Grazio&Co.／JBL／KARZ／KDDI／KeePer／LHG／MAVIC／O・Z RACING／RECARO／RESTORE／SKIPPER／TOM’S／
TOM’S プレミアムショップ／TONE株式会社／TRD／TWS／XaCAR／YR-Advance

TOYOTA GAZOO Racingがいっぱい ！今年も出展ブースが続々

2016年 参戦車両もピットに集合

有料

有料

有料

抽選

抽選

抽選

<公式サイト> http://toyotagazooracing.com/jp/vitz/

 ダカール会場（P20）

イベント広場 ドリフトコース

Aパドック

2017年 WRC参戦目前! ラリーに注目 ！

■  キッズ「記者」体験
■  キッズ「アナウンサー」体験
受付時間  7:00〜抽選券配布
受付場所  キッズお仕事体験受付
受付方法  抽選（9:00抽選発表）
対　　象  ［記者］小学4年生〜中学生
　　　　［アナウンサー］小学4年生〜高校生

■  キッズ「見学ツアー」
受付時間  7:00〜
受付場所  キッズお仕事体験受付
受付方法  先着順
対　　象  中学生以下

※定員に達ししだい受付を終了いたします。

レーシングコースの
グリッドに行けるチャンスは2回!!

チャンス1 チャンス2

注目！

注目！

注目！

受付時間  
7：00〜
受付場所  
第2ゲート
第3ゲート前
受付方法  
先着順にて
入場整理券
を配布
※先着1500名様限定

受付時間  
15：55〜
受付場所  
第2ゲート
第3ゲート前
受付方法  
先着
並び順で
ご案内

メタルキーホルダー¥1,800（税込）

TOYOTA C-HR Racing
326号車 ミニカー
（2016年モデル）

¥14,000（税込）

タイヤ協賛

<公式サイト> http://toyotagazooracing.com/jp/86brz/

ラインナップ展示

ラリー参戦車両でAパドックをスタートし、3ヶ所の特設コースでSS（スペシャルステージ）をデモ走行。
間近で大迫力を感じることができるチャンスを見逃すな ！

ニュルブルクリンク ラインナップ

レーシングカーピット見学

Rally EXPERIENCE

パドックステージ

キッズお仕事体験

TOYOTA GAZOO Racing EXHIBITION

TOYOTA GAZOO Racing車両展示 レーシングカー搭乗体験

無料

無料

Rally EXHIBITION 

キッズ「記者」
体験

キッズ「アナウンサー」体験

キッズ
「見学ツアー」

モータース
ポーツ好き

集まれ！




