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2017201720172017 年年年年 3333 月月月月 12121212 日（日）日（日）日（日）日（日）    

富士スピードウェイ富士スピードウェイ富士スピードウェイ富士スピードウェイ 50505050 周年記念イベント周年記念イベント周年記念イベント周年記念イベント    

FUJI WONDERLAND FES! FUJI WONDERLAND FES! FUJI WONDERLAND FES! FUJI WONDERLAND FES! を開催を開催を開催を開催((((入場無料入場無料入場無料入場無料))))    
 

 

 
 

富士スピードウェイ株式会社は、2017201720172017 年年年年 3333 月月月月 12121212 日（日）日（日）日（日）日（日）に、開業 50 周年メモリアルイヤー

を締 めくくる記 念 イベント FUJI WONDERLAND FES!FUJI WONDERLAND FES!FUJI WONDERLAND FES!FUJI WONDERLAND FES!を開 催 します。 
 

本イベントは、開業50周年を迎えた富士スピードウェイをご利用いただいているお客様や

すべての富士スピードウェイファンの方々に感謝を込めて実施するもので、50年の歴史を振り返り、

多くのファンが熱狂した往年の名レースの世界観を随所に再現し、会場にいるすべての方にその歴史

を追体験していただきます。 

懐かしのエンジンサウンドを奏でるレーシングカーの走行を中心に、貴重なマシンの数々を

間近に見られる車両展示も充実。自動車メーカーPRブースに加え、未来の車両のブースを設けるなど、

見どころ満載で皆様のご来場をお待ちしています。 

入場は無料（駐車料金別途）です。この歴史的な記念イベントにぜひお越しください。 
 

 

■走行コンテンツ走行コンテンツ走行コンテンツ走行コンテンツ    

1.「「「「Back to F1 WORLD CHAMPIONSHIP IN JAPANBack to F1 WORLD CHAMPIONSHIP IN JAPANBack to F1 WORLD CHAMPIONSHIP IN JAPANBack to F1 WORLD CHAMPIONSHIP IN JAPAN」」」」   

1976197619761976年年年年、、、、77777777年に開催された「Ｆ１世界選手権年に開催された「Ｆ１世界選手権年に開催された「Ｆ１世界選手権年に開催された「Ｆ１世界選手権インインインイン    ジャパンジャパンジャパンジャパン」」」」の再現の再現の再現の再現    

富 士 スピードウェイにあの興 奮 が蘇 る！富 士 スピードウェイにあの興 奮 が蘇 る！富 士 スピードウェイにあの興 奮 が蘇 る！富 士 スピードウェイにあの興 奮 が蘇 る！    

1976年、日本で初めて開催されたＦ１グランプリ、「「「「F1 F1 F1 F1 日本グランプリ日本グランプリ日本グランプリ日本グランプリ    インインインイン    ジャパン」ジャパン」ジャパン」ジャパン」を 

再現すべく、当時レースに参戦した車両を中心としたデモランを行います。 

当時の車両、ニキ・ラウダ選手のフェラーリフェラーリフェラーリフェラーリ312312312312    T2T2T2T2、マリオ・アンドレッティ選手のロータスロータスロータスロータス77777777、

ジェームス・ハント選手が1976年Ｆ１ワールドチャンピオンを獲得したマクラーレンマクラーレンマクラーレンマクラーレンM23M23M23M23、

日本製F1カーとして「F1 日本グランプリ イン ジャパン」に参戦したコジマコジマコジマコジマKE007KE007KE007KE007などの走行

を予定しています。 
 

 

 

 

 

 

 
 
2.「「「「Nosta l g ic  Group  C Spec ia l  RunNosta l g ic  Group  C Spec ia l  RunNosta l g ic  Group  C Spec ia l  RunNosta l g ic  Group  C Spec ia l  Run」」」」         

1982198219821982年年年年WECWECWECWEC富士富士富士富士6666時間レース開催から現在に至る耐久レースを辿るグループ時間レース開催から現在に至る耐久レースを辿るグループ時間レース開催から現在に至る耐久レースを辿るグループ時間レース開催から現在に至る耐久レースを辿るグループCCCCカーのデモ走行カーのデモ走行カーのデモ走行カーのデモ走行 

デモランには、1991年ル・マン24時間レースの優勝車両マツダマツダマツダマツダ787B787B787B787Bをはじめ、1992年

JSPC(全日本スポーツプロトタイプカー選手権)で活躍した日産日産日産日産    R92CPR92CPR92CPR92CP、1994年JGTC

（全日本ＧＴ選手権）で近藤選手がドライブしたポルシェポルシェポルシェポルシェ962962962962、1985年ル・マン24時間レース

に参戦したTOMTOMTOMTOM’’’’S 85CS 85CS 85CS 85C----LLLLなどの走行を予定しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 
     

フェラーリ 312 T2 ロータス 77 マクラーレン M23 

マツダ 787B 日産 R92CP ポルシェ 962 
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3. 「「「「日 本 グランプリ日 本 グランプリ日 本 グランプリ日 本 グランプリ&&&&GCGCGCGCデモランデモランデモランデモラン」」」」    ～～～～FSWFSWFSWFSWの礎 を築 いたクルマ達 ～の礎 を築 いたクルマ達 ～の礎 を築 いたクルマ達 ～の礎 を築 いたクルマ達 ～    

1968年の日本グランプリに参戦したニッサンＲニッサンＲニッサンＲニッサンＲ381381381381、1969年日本グランプリに登場した 

トヨトヨトヨトヨタタタタ７７７７など、富士スピードウェイ50年の歴史を今に伝えるGC（富士グランチャンピオンレース）

や日本グランプリ、JAFグランプリなどで走行した歴代のレーシングスポーツカーによるデモラン

を予定しています。 
 

4. 「「「「HERO of FormulaHERO of FormulaHERO of FormulaHERO of Formula」」」」  

      1991年片山右京選手が全日本Ｆ3000シリーズでチャンピオンに輝いた時にドライブした 

ローラローラローラローラT90/50 DFVT90/50 DFVT90/50 DFVT90/50 DFVなど、1980年代から90年代のフォーミュラカーによるデモランを予定。 

数々のドラマやF1ドライバーを生み出した日本のフォーミュラシリーズを振り返ります。 

5. 「ツーリングカーデモラン」～メーカーが威 信 をかけたクルマ達 ～「ツーリングカーデモラン」～メーカーが威 信 をかけたクルマ達 ～「ツーリングカーデモラン」～メーカーが威 信 をかけたクルマ達 ～「ツーリングカーデモラン」～メーカーが威 信 をかけたクルマ達 ～ 

    歴代のJGTC（全日本GT選手権）車両などのツーリングカーデモランを実施。 

 現在のスーパーGTの礎となった名車をご覧いただきます。 
  

    

6. 「「「「マイナーツーリング大 集 合マイナーツーリング大 集 合マイナーツーリング大 集 合マイナーツーリング大 集 合 」」」」    ～懐 かしのあのクルマが登 場 ！～～懐 かしのあのクルマが登 場 ！～～懐 かしのあのクルマが登 場 ！～～懐 かしのあのクルマが登 場 ！～ 

一時代を築いたハコスカハコスカハコスカハコスカGTRGTRGTRGTR、TSTSTSTSサニーサニーサニーサニー、TSTSTSTSスターレットスターレットスターレットスターレット等のツーリングカーによるデモ走行。 

BIGレースのサポートレースとして、熱狂的なファンを持っていた名車が集合。 
 

 

7. 「「「「FISCOFISCOFISCOFISCOレジェンドカップレジェンドカップレジェンドカップレジェンドカップ」」」」        

モータースポーツ界 で数 々の名 勝 負 を生 んできたレーシングドライバーの方 々を

お招きし、エキシビジョンレース「FISCO FISCO FISCO FISCO レジェンドカップレジェンドカップレジェンドカップレジェンドカップ」を行います。 

車両は、インタープロトシリーズの協力により、専用車両のkurumakurumakurumakurumaを使用する予定です。 

 
 

■展示コンテンツ展示コンテンツ展示コンテンツ展示コンテンツ 

1. 「「「「FISCO FISCO FISCO FISCO プレミアムグリッドプレミアムグリッドプレミアムグリッドプレミアムグリッド&&&&ピットウォークピットウォークピットウォークピットウォーク」」」」（有 料 ）（有 料 ）（有 料 ）（有 料 ） 

ピットレーンやグリッドに入場でき、デモランの車両や、ドライバーとも触れ合える特別な時間

をご用意します。 
 

2. 「「「「Racing Car Col lect ionRacing Car Col lect ionRacing Car Col lect ionRacing Car Col lect ion」」」」    

ピットビル3階 には、歴 代 のGC、グループC、JGTC、グループA、LMP1など、 

富士スピードウェイを象徴する各カテゴリーのレーシングカーコレクションを展示します。 
 

3. 「「「「特 設特 設特 設特 設 ステージステージステージステージ」」」」、「「「「各 社各 社各 社各 社 PRPRPRPRブースブースブースブース」」」」 

パドックエリアには特設ステージを設置し、ドライバートークショーなどを実施します。また、 

自動車メーカー、タイヤメーカーによる各社PRブース、クラシックカークラブによる展示も行います。 

 
 

■体験コンテンツ体験コンテンツ体験コンテンツ体験コンテンツ    

「「「「TOYOTA GAZOO Racing PARKTOYOTA GAZOO Racing PARKTOYOTA GAZOO Racing PARKTOYOTA GAZOO Racing PARK」」」」    

イベント広場では、「「「「TOYOTA GAZOO Racing PARKTOYOTA GAZOO Racing PARKTOYOTA GAZOO Racing PARKTOYOTA GAZOO Racing PARK」」」」が設置され、大人からお子様まで

楽しめる様々な体験コンテンツが実施されます。 

また、AKB48 Team 8AKB48 Team 8AKB48 Team 8AKB48 Team 8 による「AKB48 Team 8 カートグランプリ～初代最速女王は誰だ!?～

GRAND PRIX 決勝戦」を開催します。 

イベントの詳細は、公式サイト（URL：http://toyotahttp://toyotahttp://toyotahttp://toyota----team8.jp/kartgp/schedule/team8.jp/kartgp/schedule/team8.jp/kartgp/schedule/team8.jp/kartgp/schedule/）をご参照

下さい。 
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入場入場入場入場はははは無料無料無料無料です。なお、お車でお越しの際は、別途駐車料金をいただきます。 

駐車料金（税込）駐車料金（税込）駐車料金（税込）駐車料金（税込）は、一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場 2222,16,16,16,160000 円円円円、指定駐車場指定駐車場指定駐車場指定駐車場 3,3,3,3,242424240000 円円円円で、全国のローソン（L コード：

33569）、チケットぴあ（P コード：834-614）にて 2017201720172017 年年年年 1111 月月月月 12121212 日（木）より日（木）より日（木）より日（木）より販売を開始いたします。

また、特別観覧席としてパドックラウンジパスパドックラウンジパスパドックラウンジパスパドックラウンジパスとプラチナペアルームパスプラチナペアルームパスプラチナペアルームパスプラチナペアルームパスを、富士スピードウェイ

オンライン（URL: http://www.fswtv.jp/shop/http://www.fswtv.jp/shop/http://www.fswtv.jp/shop/http://www.fswtv.jp/shop/）にて販売します。    

さらに、数量限定の前売駐車券「CCCC パドック指定駐車券（税パドック指定駐車券（税パドック指定駐車券（税パドック指定駐車券（税込込込込 5,5,5,5,444400000000 円）円）円）円）」を、1 月14 日～15 日に幕張メッセ

（千葉県千葉市美浜区）にて開催される「東京オートサロン 2017」内、富士スピードウェイブースにて

特別販売します。（2017 年富士スピードウェイポスターカレンダー付き） 
 

券種 料金（税込） 販売場所 

入場料 無無無無        料料料料     

前売 

一般駐車券 4 輪 2,160 円 
ローソン（L コード：33569）、イープラス 

チケットぴあ（P コード：834-614）、 

セブンチケット、CN プレイガイド 前売グリッド&ピットウォーク 引換券（数量限定） 2,160 円 

指定駐車券（第 1 ｺｰﾅｰ、ﾄﾞﾘﾌﾄ） 3,240 円 ローソン（L コード：33569）、イープラス 

グランドスタンドグループシート 10,800 円 ローソン（L コード：33569） 

C パドック指定駐車券 5,400 円 東京オートサロン会場にて特別販売（1 月 14-15 日） 

パドックラウンジパス （指定駐車券付き） 16,200 円 
富士スピードウェイオンライン 

http://www.fswtv.jp/shop/ パドックラウンジパス  10,800 円 

プラチナペアルームパス 10,800 円 

当日 

当日グリッド&ピットウォークパス（※） 2,500 円 ※前売券完売の場合、販売なし。 

一般駐車券 4 輪 3,000 円  

一般駐車券 2 輪（当日販売のみ） 1,000 円 

一般駐車券バス（当日販売のみ） 4,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

■本リリースで紹介している車両のイベント走行時のドライバーについては、現在調整中です。 

※大会の詳細は、順次特設サイト（URL:http://www.http://www.http://www.http://www.fujiwonderlandfes.jpfujiwonderlandfes.jpfujiwonderlandfes.jpfujiwonderlandfes.jp）及びプレスリリースにて

ご案内します。 

以上 

【プレスリリースに関するお問い合わせ】 

営業部 営業業務課  TEL：03-3556-8511 E-mail：press@fujispeedway.co.jp 

■一般駐車券の販売ゲートは、 

混雑が予想されます。 

お得な前売券のご購入をお勧めします。 


