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INFORMATION

2022 FIA 世界耐久選手権(WEC) 第 5 戦 富士 6 時間耐久レース

場内イベント、続々決定！
36 時間ずっと！「36 HOURS OF FUJI」を同日開催！
富士スピードウェイは、9 月 9 日（金）・10 日(土)・11 日（日）に開催する
2022 FIA 世界耐久選手権（WEC）第 5 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 10 日（土）から決勝日 11 日（日）までの 2 日間、場内での滞在が
可能で、フランスのグルメやショッピングが楽しめる「第 4 回 ル・ヴィラージュ
ボンジュール フランス」をはじめ、WEC 富士をたっぷり満喫できる様々な
コンテンツを多数ご用意し、皆様のご来場をお待ちしています。
本イベントは、「2022 FIA 世界耐久選手権 第 5 戦 富士 6 時間耐久
レース」会場内で開催されるため、イベントへの参加には観戦チケット
の購入が必要となります。
■ イベント広場
● 9 月 10 日（土）ドライバートークショー （イベント広場ステージにて）
2 回目(15：40～16：30)は『じゃんけん大会』も実施！
マイク・コンウェイ選 手 、ブレンドン・ハートレー選 手
二 コラ・ラピエール選 手 、ロイック・デュバル選 手
ホセ・マリア・ロペス選手、小林可夢偉選手、平川亮選手、セバスチャン・ブエミ選手
15：40～16：30
アントニオ・フェリクス・ダ・コスタ選 手 、ロバート・クビサ選 手 、ダビデ・リゴン選 手
※出演ドライバーは変更する場合があります。
◎ ステージプログラム ※時間は変更する場合があります。
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● TOYOTA GAZOO Racing ブース
今年のル・マン 24 時間レースで優勝した「GR010」の実車両の
展示のほか、各種体験コンテンツやグッズ販売が行われます。

● Diana Automotive (ディアーナ オートモーティブ)
世界 300 台の限定車、「アルピーヌ A110 リネージ GT 2021」
と、ヒストリックカーの「ルノー 8 マジョール」を展示！

● KTC ブース
「メカニック体験」としてタイヤ交換でのボルト締付体験などを実施！

● ボーネルンドブース

ル・マン 24 時間レース優勝車両
#8 GR010 HYBRID を TGR ブースにて展示

特設コースを乗り物で周回したり身体を動かしたり、子どもだけでなく
大人も楽しめるフィットネス遊具まで幅広く用意した体験ブースです。

● ツール・ド・フランス さいたまクリテリウム ブース
11 月 6 日（日）に開催される自転車競技
「ツール・ド・フランス さいたまクリテリウム」の PR ブースです。

● プジョー ブース
耐久レースの最高峰に復帰したフランスの自動車メーカー、
プジョーの最新市販車両が展示されます。
●

GOODYEAR
SNS フォローでオリジナルのランドリーバックをプレゼント！

Diana Automotive 展示車両
アルピーヌ A110 リネージ GT 2021

● 陸上自衛隊装備品展示
陸上自衛隊富士学校のご協力による装備品展示を実施。

● 小山町モータースポーツ協力会
「富士 24 時間レース」でも好評であったお菓子や雑貨の販売
が行われます。

● 公益財団法人 JKA ブース
固定自転車で「6 秒間全力スピードチャレンジ」や、
競輪の「1 着当てクイズ」などを実施！

● 「加熱式たばこ専用ラウンジ(無料)」オープン
開設時間：10 日(土)8：30～17：00、11 日(日)8：00～17：30
100 平方メートルの広々とした専用ラウンジをオープン！
レース中にホッと一息つける空間としてご利用をお待ちしています。

陸上自衛隊装備品展示

■ Le Village Bonjour France (ル・ヴィラージュ ボンジュール フランス)
場所：イベント広場内 特設エリア
開催時間：9/10(土)8：30～17：00、9/11(日)8：00～17：30
フランスの飲食やグッズ販売のショップが出店するほか、
「メンタルマジシャン翔」によるイリュージョンショーなど、楽しさ満載です！
【出店企業一覧】 *協力：在日フランス大使館、在日フランス商工会議所
T . L e C l e r c ティールクレール

「ルースパウダー」をはじめ、140 年の歴史を持つメイクアップブランド

ELSE DESIGN エルスデザイン

オートモービルアートや飛行機のイラストメーカー

AQUAMER アクアメール

「ゲラントの塩」を中心に、フランス食材を販売します。

thermomug サーモマグ

「18-8 ステンレス」を取り入れたサーモマグは、「飲み頃」を長時間キープ！

PATRICK パトリック

南仏の老舗シューズブランド。日本の靴職人による洗練されたファッションを表現。

Fly On フライ オン

エスパドリーユ(サンダル)のブランド FSW コラボ商品は必見！

27LAYERS

本場ヨーロッパの食感やバターの香りを求め、理想のクロワッサンを追求！

27 レイヤーズ

LEMONADE BY LEMONICA レモネード by レモニカ

レモネード専門店 特製シロップをベースに手作りのレモネードを提供。

une- rac lette アン・ラクレット

スイス産のラクレットチーズ専門店 上質なチーズを切削して販売！

PIE ROT H ピーロート

ワインのティスティング体験に加え、人気銘柄の数々を取り揃えています。

Tanaka’s Roti タナカズロティ

東京 神楽坂本店 Tanaka’s Roti の焼きたてチキンをお召し上がり下さい。

FINANCIERIEH フィナンシェリーアッシュ

全国でも珍しい手作りフィナンシェをご用意！

SANDWICH MOMENT サンドウィッチモーメント

フランスの生ハムやサラミをたっぷり挟んだサンドイッチをご賞味ください！

TANUKINOIR 黒狸宿

歴史ある製造元を選び、直接取り寄せたキャンディーが勢揃い！

EZYCAFE イージーカフェ

無添加のパンを使用した「パニーニ」と本格エスプレッソのカフェが楽しめます！

YGGDRASIL イグドラジルブリューイング

フランス産ホップを最大限に生かしたクラフトビールを販売！

Le Jardin Gaulois.ル・ジャルダン・ゴロワ

昔ながらの職人による手作りの伝統的なフランス料理をご賞味ください！

DONQ ドンク

職人が粉から焼き上げまで行う「スクラッチ」製法で、焼きたての商品をご提供！

LAMMAS ランマス

ヨーロッパ熟 成 チーズとワインを取 り揃 えています。

メンタルマジシャン翔

ル・ヴィラージュ ボンジュール フランス

■ CHILL OUT BASE (チル アウト ベース)
会場： P16 駐車場 特設会場

● TOYOTA GAZOO Racing ブース
水素エネルギーで発電した電力を使用してのコンテンツや、
ゲストを招いての座談会を実施！

● 気軽に BBQ を楽しめる「手ぶらで BBQ」
手ぶらで OK！気軽に BBQ を楽しみながら WEC 観戦！
大好評の「手ぶらで BBQ」が、WEC 富士に登場！
面倒な準備も片付けも全てスタッフにお任せ！
今回は新たに食材やドリンクの持ち込みもできる
「区画のみプラン」が設定されました！

TOYOTA GAZOO Racing ブース

「手ぶらで BBQ」予約サイト： https://bavi.jp/spot/detail/1519

● 「BAR BLOX15R」
美味しい料理とドリンクも楽しめるバーエリア。
予選日の夜は 22：00 まで営業します！

● ナイトシネマ 映画「ラッシュ/プライドと友情」(無料)
会場に設置された大型ビジョンにて
映画「ラッシュ/プライドと友情」を上映！
・上映時間：9 月 10 日(土) 19：30～

手ぶらで BBQ

※上映時間は変更される場合がございます。

● キャンプヴィレッジ 協力：SPORTS AUTHORITY
便利なアウトドアグッズを販売します。

● シャトルタクシー
会場へのアクセスは FCEV（燃料電池自動車）を使った
無料のシャトルタクシーが便利！
運行時間：10 日（土）10:00〜17:00 11 日（日）8:00〜17:30
発着所：イベント広場内 TGR ブース ⇔ P16A

ナイトシネマ

■ FSW スカイクルーズ
富士 24 時間レースで好評をいただいた
ヘリコプターによる遊覧飛行を実施します。
サーキット上空を一回りするお試しコースから、
山中湖、河口湖、箱根方面まで飛行するコースに加え、
横浜⇔富士スピードウェイのフェリー便フライトをご用意！
[FSWスカイクルーズ 料金(税込)] 3 分 4,900 円/人～
予約サイト URL: https://skyview.airos.jp/caravans/fsw

FSW スカイクルーズ

■ レンタルカート(7 周) 9 月 9 日（金）～11 日（日）9：30～17：00
・場所：
P5 駐車場
・料金(税込)： 1 人乗り 1,600 円、2 人乗り 2,200 円

・WEC 富士公式サイト 公式ページ

URL：https://fiawec-fuji.com/

富 士 スピードウェイの情 報 は、公 式 ウェブサイトまたは公 式 SNS でチェック！
FSW 公式ウェブサイト
https://fiawec-fuji.com/

Twitter
@FIAWEC_FUJI

Facebook
@FIAWEC

Instagram
FIAWEC_OFFICIAL

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）

