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2018年 9月 14 日 

TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race 2018 

第 7 大会 ツインリンクもてぎ ご参加の皆様へ 

T.R.A.からのお知らせ№2018-30(86/BRZ) 
   トヨタカーズ・レース・アソシエイション 

 
 

『レースウィーク中のご案内 』 
 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

「TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race 2018 第 7大会 ツインリンクもてぎ」にご参加される皆様へ、レースウィー 

ク中の各種ご案内を申し上げます。 

ご参加およびチーム関係者の皆様におかれましては、ご確認下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

① ドライビングレッスン（講習会） 

日時：9月 21日（金）12:00～12:30      

場所：86/BRZ Race ホスピタリティブース（第 2 パドック・ホスピタリティテント） 

講師：影山 正彦アドバイザー（兼 86/BRZ Race レースディレクター） 

内容：エントラントサポートとして、ドライビングレッスン（講習会）を開催、皆様のスキルアップのお手伝い 

をいたします（車載映像を使ったコース解説あり）。是非、ご参加下さい。 

※タイムスケジュールの進行によっては、開催時間等変更となる場合がございますので、ご了承下さい。 

 

② ドライビングレッスン（同乗走行） 

日時：9月 21日（金）13:00～/13:40～ 

講師：影山 正彦アドバイザー（兼 86/BRZ Race レースディレクター） 

内容：86/BRZ専有走行の時間帯に、影山アドバイザーのドライブによる同乗走行（ご参加の皆様は助手席に同乗し、

レッスンを受けていただきます）を行います。いつもとは異なった視点でコースを走行することができます。 

注意：同乗走行ご希望の方は、大変お手数ですが 9月 19 日（水）12:00までに、T.R.A.事務局宛メールにてお申し 

出下さい。お申込み頂きました皆様には、同乗時間を調整後、メールにて集合時間等のご案内をいたします。 

募集人数：最大 3名（各回） 

※タイムスケジュール、コースコンディション等によっては、実施できない場合もございます。ご了承下さい。 

 

③ New Drivers Meeting（クラブマンシリーズの対象者のみ）  

日時：9月 21日（金）12:30～12:45 

場所：86/BRZ Race ホスピタリティブース（第 2 パドック・ホスピタリティテント） 

対象：クラブマンシリーズ参加者で、初めて 86/BRZ Race にご参加のドライバー全員が対象です。 

内容：レースウィーク中のタイムスケジュール、および No.付車両でのワンメイクレース特有の注意事項等につい 

て、皆様と一緒に確認をいたします。対象ドライバーには別途ご案内いたしますので、必ずご参加下さい。 

 

④ ECUチェック  

2018年シリーズ初参加車両に対して ECUチェックを、下記要領にて行います。 

日時：9月 21日（金）10:00～16:00 

場所：パドック内の各チーム車両整備スペースへ作業担当者が伺います。 

注意：作業時間は 5分程度です。ECUチェックが済んでいない車両はレースにご参加いただけませんので、 

必ずお受け下さい。また、上記日時以外でも ECU のチェックを行う場合があります。 

お問い合わせ:㈱トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント・TRD事業部/Tel:045-540-2121 

※上記スケジュールに作業ができない場合、9月 22日（土）公式車両検査前に実施します。 
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⑤ ドライブレコーダーの配布／取付／回収（対象：プロフェッショナルシリーズ）  

プロフェッショナルシリーズ参加車両に装着義務付けとなっております「ドライブレコーダー」配布（計測器も同

時配布）につき、ご案内いたします。取付／回収につきましては、配布時にご案内いたします。 

日時：9月 21日（金）10:00～11:00（プロフェッショナルシリーズ「参加受付」時） 

場所：タワー1F インタビュールーム  

 

⑥ 公式予選終了後の車両保管（対象：プロフェッショナルシリーズ）  

9 月 22日（土）公式予選終了後に車両保管を行います。 

車両保管解除は、9月 23日（日）06：30を予定しております。 

 

⑦ マナー徹底のお願い  

今シーズンも、昨シーズンと同様にたくさんの皆様から参加申請をいただいております。 

今大会も参加台数が多く、期間中パドック内の混雑が予想されます。また、一般の来場者も多くいらっしゃいます。

つきましては、「パドック内の徐行」・「喫煙マナーの徹底」をお願いいたします。 

パドック内および皆様の整備スペースはすべて禁煙です。整備スペースでの喫煙をご遠慮いただき、 

必ず喫煙スペースをご利用下さい。 

すべての参加者と関係者の皆様が、気持ちよく過ごせますようご協力をお願い申し上げます。 

 

⑧ エントラントサポート  

エントラントの皆様へのサポートとして、下記のサービスをご提供しております。 

大会期間中、有効にご活用下さいますようご案内申し上げます。 

●ホスピタリティブース（第 2 パドック・ホスピタリティテント） 

 皆様のコミュニケーションの場として、また情報発信・収集の場として、ホスピタリティブースを、 

ご用意いたします。 

 ・レース結果（リザルト）およびレースに関する情報発信 

 ・休憩スペースの提供およびドリンクサービス 

 ・レース映像の提供 等々 

OPEN: 9 月 22 日(土) 06:30-15:00(クラブマン決勝 Bレース・公道走行車検終了まで) 

    9月 23 日(日) 06:30-10:45(特別賞表彰式終了まで）※ﾚｰｽｽｹｼﾞｭｰﾙ進行により OPEN 時間が変更される場合がございます。 

 

●テクニカルサポート＆パーツサービス（テクニカルサポートテント・TRD サポートトラック） 

 皆様へテクニカルサポートおよびパーツサービスを提供いたします(技術的なお問合せ・パーツ販売)。 

TRDサポートトラックにテクニカルサポートテントを併設し、STI/TRD テクニカルスタッフが対応します。 

 ・テクニカルサポート（車両の不具合やメンテナンスに関するサポート）  

・パーツサポート（部品の現地販売<現金販売のみ>） 

OPEN:9 月 21 日(金) 07:00-17:30 / 9 月 22 日（土）06:30-15:00 / 9 月 23 日(日)06:00-公道走行検査終了まで  

※スケジュールの進行によって時間が変更になる場合がございます。ご了承下さい。 
 

●タイヤサービス 

レースウィーク中、下記のとおり各タイヤメーカーのタイヤサービスが行われます。 

サービス内容・料金・時間等の詳細につきましては、現地各メーカーサービススタッフまでご確認下さい。 

 

 

 

メーカー サービス場所 サービスの内容 サービス時間（予定）

グッドイヤー 第2パドック内指定場所 組替/バランス調整/廃タイヤ処理/販売 9/21(金)8:00～17:00・9/22(土)07:00-16:00・9/23（日）07:00-13:00

ダンロップ 第1パドック内タイヤガレージ 組替/バランス調整/廃タイヤ処理 9/21(金)7:00～16:00・9/22(土)07:00-15:00・9/23（日）07:00-12:00

ブリヂストン 第1パドック内タイヤガレージ 組替/バランス調整/廃タイヤ処理/販売 9/21(金)7:00～17:00・9/22(土)06:00-14:30・9/23（日）07:00-11:00

ヨコハマ 第1パドック内タイヤガレージ 組替/バランス調整/廃タイヤ処理 9/21(金)7:00～15:00・9/22(土)07:00-15:00・9/23（日）07:00-12:00

ネクセン 第2パドック内指定場所 組替/バランス調整/廃タイヤ処理/販売 9/21(金)7:00～16:00・9/22(土)07:00-16:00・9/23（日）07:00-12:00

ハンコック 第2パドック内指定場所 組替/バランス調整/廃タイヤ処理/販売 9/21(金)8:00～17:00・9/22(土)08:00-17:00・9/23（日）08:00-14:00

※サービス時間は変更になる場合がございます。あらかじめご了承下さい。
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●SMS 情報発信サービス 

皆様からご登録いただいた情報（パスポート申請登録時の情報）をもとに、SMSを利用して、タイムリーに情報 

提供をいたします。 

ご参加の皆様およびチーム関係者の皆様におかれましては、ご登録の程、よろしくお願いいたします。 

・リザルト発行のご案内 

・レーススケジュール等の時間変更のお知らせ 他 

※登録方法・登録内容の変更や追加・配信停止等は T.R.A.スタッフまでお申し付け下さい。 

※併せて、「T.R.A.からのお知らせ No.2018-03/SMS 情報発信サービスに関してのご案内(1/29)」をご覧下さい。 

 

●AED（自動体外式除細動器）の設置 

AED(自動体外式除細動器)は、突然心停止状態に陥った時、心臓に電気ショックを与えて、正常な状態に戻す、 

誰にでも簡単に取り扱える医療機器です。 

皆様が安心して、レースウィークを楽しんでいただくための取り組みとして、ホスピタリティテントに隣接した 

「TRD サポートトラック」に AEDを設置いたしましたので、ご案内いたします。 

 

⑨ 特別賞・特別賞表彰式  

参加者の皆様へ、より 86/BRZ Race を楽しんでいただくことを目的として、昨年に引き続き「特別賞」を 

ご用意いたしました。決勝レース終了後に、特別賞表彰式を開催いたしますので、奮ってご参加下さい。 

●特別賞／対象 

 
 

●上位入賞者表彰（各シリーズ 1 位～3 位） 

 クラブマンシリーズ・プロフェッショナルシリーズ、両シリーズの上位入賞者（各シリーズ 1 位～3位）の 

表彰を行います。 

 

●特別賞表彰式 

日時：9月 23日（日）10:15～10:45（予定） 

場所：86/BRZ Race ホスピタリティブース（第 2 パドック・ホスピタリティテント） 

内容：特別賞受賞者への賞典授与および、各シリーズ上位入賞者の表彰（1～3位） 

対象ドライバーの皆様へは、個別にご案内をいたします。 

ドライバーの皆様およびチーム関係者の皆様、奮ってご参加下さいますようお願いいたします。 

※レーススケジュールの進行によっては、開催時間が変更となる場合がございます。ご了承下さい。 

 

⑩ 50戦記念 集合写真撮影  

86/BRZ Race シリーズ 50戦目を記念して、クラブマン決勝 Bレース前/ブリーフィング後に集合写真を撮影します。 

詳細につきましては別途お知らせ No.31をご確認ください。 

名称 内容 副賞

ﾙｰｷｰ賞
≪ｸﾗﾌﾞﾏﾝ≫

2017年1月以降に初めて国内Aﾗｲｾﾝｽを取得し、
各大会の最上位入賞を果たしたﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに授与（※1）

無料ｴﾝﾄﾘｰﾁｹｯﾄ＋ADVANﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ

ﾍﾞｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ賞
≪ｸﾗﾌﾞﾏﾝ≫

決勝ﾚｰｽ（分割開催の場合はAﾚｰｽ）において
一番順位を上げたﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに授与

BRIDGESTONE ｴｱｹﾞｰｼﾞ

I Love Cars !賞
≪ｸﾗﾌﾞﾏﾝ≫

決勝Bﾚｰｽにおいて優勝したﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに授与（※2） 新品ﾀｲﾔ1台分

ｳｪﾙｶﾑ賞
≪ｸﾗﾌﾞﾏﾝ≫

86/BRZ Raceに初めて参加されたﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに授与 86/BRZ Race ﾚｰｽﾛｺﾞ入りﾍﾙﾒｯﾄﾊﾞｯｸﾞ

ｸﾞｯﾄﾞﾄﾘｯﾌﾟ賞
≪ｸﾗﾌﾞﾏﾝ≫

もっとも遠方から参加されたﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに授与（※1） ﾚｰｼﾝｸﾞｷﾞｱ･ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｷｯﾄ

ｳｲﾆﾝｸﾞﾀｲﾔ賞
≪ｸﾗﾌﾞﾏﾝ･ﾌﾟﾛ≫

決勝ﾚｰｽ（分割開催の場合はAﾚｰｽ）で、
優勝したﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに授与（※2）

新品ﾀｲﾔ1台分

Best of ZENKI 賞
≪ｸﾗﾌﾞﾏﾝ≫

ﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞ前の車両で、決勝ﾚｰｽ（分割開催の場合はAﾚｰｽ）
の最上位入賞を果たしたﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに授与

BRIDGESTONE ｴｱｹﾞｰｼﾞ

※1 2018年ｼｰｽﾞﾝ中で、1ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ・1回まで授与（過去の授与者は対象外）

※2 ﾀｲﾔﾒｰｶｰ各社より、副賞として新品ﾀｲﾔ１台分（決勝ﾚｰｽで使用したﾀｲﾔの同一ﾓﾃﾞﾙ・ｻﾞｲｽﾞ もしくは同等品）を授与

※上記の特別賞につきましては、TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race 2018 REGULATIONS/賞典 を参照下さい。


