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                               富士スピードウェイ株式会社                                                         

 

INFORMATION 

ENEOSスーパー耐久シリーズ 2022 Powered by Hankook第2戦 NAPAC 富士SUPER TEC 24時間レース 

ルーフトップパス・ピットウォークパスといった追加販売のチケット発売中！ 
タイムスケジュール・場内イベントが続々決定！ 

 

富士スピードウェイは、6月3日（金）～5日（日）に開催する ENEOSスーパー耐久シリーズ 2022 Powered 

by Hankook第 2戦 NAPAC 富士 SUPER TEC 24 時間レースの数量限定チケットを、5月 25日（水）より

追加販売しています。また、大会期間中の場内では、たっぷりお楽しみいただける様々な場内イベントを

実施します。 
 

■ 数量限定チケット発売中！ （価格：税込） 
券種  観戦チケット付 観戦チケットなし 

ルーフトップパス ※ 
屋根付きのピットビル 3 階から観戦できるパス 

前売券  大人 5,000 円 小人半額 

当日券  大人 6,000 円 小人半額 

ピットウォークパス ※ 
ドライバーの撮影やレーシングカーを間近にご覧いただけます 

前売券  3,000 円 

当日券  3,800 円 

※ 観戦チケットの別途購入が必要。前売で完売の場合、当日の販売はございません。 
 

 

■ 大会公式 ページ URL https://fsw.tv/motorsports/racing/2022stai/index.html 

■ チケット情報 URL https://fsw.tv/motorsports/ticket/07/2022-stai-ticket.html 
 

 

 

■ 場内イベント 

遊覧ヘリコプターや BBS ホイールを体感できるイベントを初めて開催！ 
イベント名 場所 営業時間・コンテンツ 

【初開催・事前予約制】 

5 周年記念企画 

FSW スカイクルーズ 

【集合場所】 

イベント広場内 

特設受付 

6 月 4 日（土）11：00〜17：00、5 日（日）7：00〜15：00 

3分3,900円、富士スピードウェイ上空をヘリコプターで遊覧しよう！ 

予約 URL：https://skyview.airos.jp/caravans/fsw 

【初開催】 

BBS 体感試乗会 
ジムカーナコース 

4 日（土）11：00〜17：00、5 日（日）10：00〜14：00 

BBSホイール装着車と、純正ホイール装着車を乗り比べる試乗会！ 

打ち上げ花火 － 
4日（土）19：45～20：00 ※荒天時中止する場合があります。 

24 時間レース名物、レース中の「打ち上げ花火」を実施！ 

熱気球係留飛行体験 P12 駐車場 

4 日（土）18：00〜21：00、5 日（日）5：00〜8：00 

大人 2,500円、小人（中学生以下）1,500円 

上空からの富士山やレーシングコースをご堪能下さい！ 

レストラン「CRANE Garden」 パドック内 
3 日(金)9：30-17：30、4 日（土）9：00〜24：00、5 日（日）7：30〜17：30 

4日（土）夜は 24時まで営業! トークショーやライブでヒートアップ！ 

CHILL OUT BASE 2022 
P16 A/B  

駐車場 

4 日（土）10：00～25：00、5 日（日）8：00～15：00 

美味しいご飯にお酒、音楽、ワークショップなど、 

24 時間レースを便利に楽しめるエリア。 

手ぶらで BBQ in FSW 

【事前予約制】 
P16Aエリア 

６月４日（土）11：00～21：00（最終開始時間 19：30～） 

富士 24 時間レースは、BBQで盛り上がろう！ 

詳細 URL：https://bavi.jp/spot/detail/1519 

レンタルカート 
P5 駐車場  

カートコース 

3 日間各日 9：30～17：00 

レンタルカート(7周)1,600 円、タンデム 2,200 円 

ちょこっとモビリタ  
トヨタ安全運転 

センター「モビリタ」 

3 日(金)、4 日（土）、5 日（日）  

【受付】 

トヨタ安全運転センター「モビリタ」（3 日のみ） 

イベント広場内 ちょこっとモビリタ受付（4・5 日） 

①FR 車種のりくらべ試乗+タイムアタック体験 1，100円（税込） 

②走行データ計測 体験 プログラム 3，300円（税込） 

 

■ イベント広場 

● サーキットが一夜限りの野外映画館に！ 

「スピードウェイシネマ Supported by TOYOTA」  

上映作品： カーズ 
時間 6 月 4 日（土）20：30～ 

場所 イベント広場ドームテント 

特別協賛 トヨタ自動車株式会社 
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● イベント広場での主なイベント 
イベント名 開催時間・コンテンツ 

NAPAC 会員企業ブース 
6 月 4・5日出展  

日本を代表するチューニングパーツメーカーのブースが多数出展！ 

『ゆるキャン△ x FUJI SPEEDWAY』 

コラボレーションイベント第 3 弾 

6 月 3 日(金)10：00〜16：00、4 日（土）8：00～20：00、5 日（日）8：00～16：00 

オリジナルデフォルメイラストの初披露や、会場限定グッズの販売を実施。さらに 

第 1 作目・SEASON2 のビジュアルイラスト＆設定画の特別展示等を行います。 

自衛隊装備品展示 
6 月 4・5日開催 

陸上自衛隊富士学校様のご協力により、イベント広場での装備品展示に加え、 

富士学校音楽隊によるスタート前セレモニー時の演奏や、国歌演奏も行いします。 

PR 出展ブース 
6 月 4・5日開催 

カーボンニュートラル実現に向けた各社の取り組みを体感できるブースです。 

イベントステージ 
6 月 4・5日開催 

参戦ドライバーのトークショーをはじめ、見逃せないコンテンツがいっぱい！ 

GIRLS CAR COLLECITON 
6 月 4・5日展示 

車好き女子のカスタムカーを展示。 

アクティオ働くクルマ 
6 月 4・5日展示 協力： 株式会社アクティオ 

工事現場などで活躍する「働くクルマ」を展示！ 

移動型クラフトビール販売「EL CAMION」 
6 月 4 日（土）9：00～23：00、5日（日）8：00～15：00 

T.Y.HARBOR BREWERY でつくるクラフトビールを販売。 

地下トン横 屋台村 
6 月 4 日 (土 )18：00～26：00 

24 時間レースの夜を満喫できる様々なグルメが大集合！ 

小山町モータースポーツ協力会 
6 月 3・4・5 日出展  

小山町内の観光スポットを巡るフォトラリーなどを実施。 

訪問したスポットの数（SNS 投稿）に応じて景品を進呈。 
 

 

■ 場外イベント 
イベント名 開催時間・コンテンツ 

冨士浅間神社 限定御朱印 
3 日間各日 7：00～18：00 

「富士 SUPER TEC 24時間レース」バージョンの御朱印を社務所にて実施 
 

 

■ タイムスケジュール （5月 20日時点暫定） ※ スケジュールは変更する場合があります。 

6/3(金) スーパー耐久  
公式予選  

Aドライバー 12：00～12：45 

Bドライバー 12：55～13：35 

Cドライバー 13：45～14：15 

Dドライバー 14：25～14：55 

フリー走行  E・Fドライバー 15：10～15：40 

6/4(土) 

｜ 

6/5(日) 

ロードスターカップ 予選  9：00～09：20  

スーパー耐久  ウォームアップ 9：30～10：10 

ピットウォーク 10：45～11：25 

ロードスターカップ 決勝（8周） 12：20～  

スーパー耐久  
スタートセレモニー 13：40～ 

24時間レース決勝 15：00～6/5（日）15：00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

■ 新型コロナウイルス感染拡大防止への取り組み URL:  https://www.fsw.tv/freeinfo/042467.html 
 

以上 

【本件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）/03-3556-8511（東京営業所） 

打ち上げ花火 

 

熱気球係留飛行体験 

※写真は過去大会のもの。 
CHILL OUT BASE 2022 

 


