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2021ゴールドカップレース 第3戦

TOYOTA GAZOO Racing
86/BRZ Race 2021 第3戦

駐車場
無料

（税込）

（税込）

医療従事者

GOLD CUP RACE
ROUND.3

スーパーFJ 第3戦
VITA 第3戦

会場 オートポリス
イベント時間 8：00 〜 17：30

86&BRZ ファンはもちろん、みんなでイベントを楽しもう！
！
「KUMAMOTO カフェ」
（総合案内）
出店ブース・車両展示エリア・飲食エリア
86/BRZ 専用駐車場

パドック入口
トンネル

パドックビル 2F パドックホール
10：00〜15：00 お客様観覧エリア

86Style with BRZ の
入場は 8：00 からです。
8：00 までは入場ゲート
前広場でお待ちください。
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5

86/BRZ パレードラン
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イベント広場
24

グランドスタンド
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BBQキャンプ
エリア

歩行者の立止まり
観戦禁止エリア
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場内道路・歩道は
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場内通路
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86/BRZ 以外の
駐車場
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9

30km/h

駐停車禁止 です

※渋滞防止のためレッカー移動
することがあります。
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、各情報発信

1

ポスト

場内マップ付き!

6.13

◆JAF地方選手権 スーパーFJレース 第3戦
◆VITAレース 第3戦
併催 TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race 2021 プロフェッショナルシリーズ 第3戦
TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race 2021 クラブマンシリーズ 第3戦

オートポリス公式HP

http://www.autopolis.jp/oﬃcial̲info/

レース結果はコチラから

SUN

AE86・TOYOTA 86・SUBARU BRZ 専用駐車場（無料）
駐車場を AE86・TOYOTA 86・SUBARU BRZ で埋め尽くそう！
！
会場（駐車場）：メインスタンド裏『イベント広場』
エントリー方法：ご利用をご希望のお客様は、ご入場いただき、そのままメインスタンド
裏『イベント広場』へお越しください。スタッフが誘導いたします。
自慢の愛車を展示したり、情報交換の場としてみんなで仲良く盛り上がろう！
※駐車台数に限りがございます。予めご了承ください。

無料

新型GR 86/BRZ 車両展示

イベント
広場

（TOYOTA GAZOO Racing・SUBARU ブース）

内

容 ：TOYOTA GAZOO Racing・SUBARUブースで今話題の新型GR 86/BRZを展示
いたします。
この機会に進化した新型GR 86/BRZをご自身の目で確かめては
いかがでしょうか？

メインコース：AE86・TOYOTA 86・SUBARU BRZ

オーナー限定 86＆BRZパレードラン

有料

メイン
コース

オーナー限定パレードラン。86＆BRZ でレーシングコースを埋め尽くせ！
！
走行スタート：16:50 〜（レース終了後）
募集台数：150 台
参加条件： AE86・TOYOTA 86・SUBARU BRZ オーナーの方
※写真はイメージです。
販売場所：イベント広場内 総合案内
「KUMAMOTO カフェ」
参加方法：イベント広場 総合案内にて
参加証を販売いたします。
参加証をダッシュボード上に提示し、
集合時間（16:30）までにイベント広場
駐車場へご集合ください。ペースカーが
円（税込）
参加費 台
先導し、パレードランを行います。
（定員数まで乗車可能）

1

2,000

「AUTOPOLIS 86 Style with BRZ 2021」

有料

イベント
広場

美味しいコーヒーを準備して、皆様のご来場をお待ちしております。
内
容 ：昨年7月に発生した集中豪雨で熊本を中心に大きな被害を受けた九州各県。
まもなく1年が経過する今、新型コロナウィルス感染症の陰に隠れメディアで
は触れられることがほとんどなくなりましたが、新型コロナウイルス感染症の
影響もあり、県外からなかなかボランティアが入れない状況の中、発災当時
から今だ手付かずの場所も多くあり、今でも被災地では助けを必要としてい
ます。今回のAUTOPOLIS 86 Style with BRZ 2021では復興イベントとして
「KUMAMOTOカフェ」
を開催します。
「KUMAMOTOカフェ」
では皆様にコーヒーを召し上がって頂いた収益の一部
を日本赤十字社に寄付いたします。
購入方法 ：イベント広場内
「KUMAMOTOカフェ」
（総合案内）
で販売。
ご購入の方はスタッフにお声掛けください。
カップをお渡しします。
※販売はホットコーヒーのみになります、予めご了承ください。
※「KUMAMOTOカフェ」はコーヒーが
無くなり次第終了いたします。

500円（税込）

1杯

無料

パドックビル2F
パドックホール観戦エリア

パドック
ビル

内

容： チームのマシン待機エリア、パドックビルの 2F にあります観戦ルーム
「パドックホール」を無料開放いたします。快適な空間でレース観戦できる
「パドックホール」をご利用ください。
オープン時間：10:00 〜 15:00
ご 注 意： 多くのお客様が快適にご利用いただけるよう、マスクの着用、手のアルコー
ル消毒、密集を避けるソーシャルディスタンスの確保をお願いいたします。

イベント
広場

開催記念「イベント記念タンブラー」販売

ここだけの限定販売！
！
内
容：「AUTOPOLIS 86 Style with BRZ 2021」開催を記念して「イベント記念タンブラー」を
数量限定で販売いたします。年号の入った記念タンブラーはここだけの限定販売です。
どうぞ記念タンブラーで美味しいコーヒーをお召し上がりください。
購入方法： イベント広場内「KUMAMOTO カフェ」
（総合案内）で販売。
※数量限定販売です。
無くなり次第終了いたします。
個
円（税込）

1

有料

令和2年７月豪雨 復興イベント
「KUMAMOTOカフェ」

1,000

無料

出展ブース のご案内

イベント
広場

・TOYOTA GAZOO Racing
HP：https://toyotagazooracing.com/jp/
・株式会社 SUBARU
HP：https://www.subaru.jp/
・DRIVER'S CAFE FOREST
HP：http://d-c-forest.com/

ご出展ありがとうございます

お客様のご要望やレベルにあわせて3つのコースをご用意
しております。アドバイザーがいるので、不 安なことや
疑問点を聞けますし 、ルールやマナーも親切に教えて
くれるので、サーキットを走行するのは不安…、敷居が
高い！と思っている方も安心して参加できます。

まずはここから！自分のペースで走行！
これまでサーキットを走ったことが
ない方や、初心者の方におススメなのが
HOLIDAY RUNRUN ( 通称：ホリラン ) ！
認定タイム (２分４０秒 /１周 ) ※１を
設定しているので、ペースの速い車両が
いないなかで楽しんでいただけます。
アドバイザーがいるので、不安なことや
分からないことを聞くことができますし、
ルールやマナーを親切に教えてくれます。

参加車両

レベルアップを目標に楽しもう！
2 つのクラスに分かれて走行する
HOLIDAY CHALLENGE ( 通称：ホリチャレ )！
経験や排気量などで事務局で分けさせて
いただきます。
走行結果は HP にアップ！
クラス別のタイム表を掲載しますので
他の方のタイムを参考にして
ご自身のレベルアップの目標にもなります！
計測サービス 1,000 円（ライセンス会員は無料）

女性限定の走行会でデビューしやすい！
女性限定の HOLIDAY CHALLENGE、
それがホリチャレ レディース！
男性と一緒にサーキット走行をするのに
抵抗がある…という方におススメです！
アドバイザーも女性なので相談しやすい！
女性の方限定で更衣室と
パウダールームをご用意しております。

アドバイザーがいるので安心して走れます。

各クラス定員

40名まで

お申し込みは
WEB から！

WEB からの申し込みになります。スケジュールが確定しましたら随時 WEB へ
掲載してまいります。【募集期間】各回開催日の３週間前から１週間前まで
（但し定員に達した場合はその時点で締め切りとなります）

ナンバー付き限定

※仮ナンバー不可

排気量は問いませんが、1BOX・
RV タイプなど、車高・重心が高い
車両などサーキット走行に不向きな
車両はお断りする場合があります。
不安な方は事前にお問い合わせ下さい。

参加料金
ライセンス会員：
平日
11,000 円（税込）
土日祝 13,500 円（税込）
非
会
員：
平日
13,500 円（税込）
土日祝 15,500 円（税込）
※非会員の方は、スポーツ安全保険料 1,850 円が別途必要になります。

