
 

 

 
報道関係 各位 

20１8 年5 月29 日 
株式会社日本レースプロモーション 

 

-サーキットの興奮をレースの楽しさをアミューあつぎで体感してみよう！- 

6 月 9 日（土）～10 日（日） 
「スーパーフォーミュラ in アミューあつぎ with スマイル•キッズ」開催 

 
株式会社日本レースプロモーション（代表取締役社長 倉下 明、所在地：東京都千代田区）は、6 月 9 日（土）10 日

（日）の2日間、厚木市のアミューあつぎにて、ファミリーからモータースポーツファンまでが楽しめる、スーパーフォー
ミュラ体感イベント「スーパーフォーミュラ in アミューあつぎ with スマイル•キッズ」を開催します。 

 
「スーパーフォーミュラ in アミューあつぎ with スマイル•キッズ」は、スーパーフォーミュラの楽しさを幅広い層に理

解していただくべく開催しており、今回で3回目を迎えます。会場では監督、選手をステージに招いて開催する「スペシ
ャルトークショー」、 エンジニアの目線でレース解説「エンジニアリングトークショー」、モータースポーツ界で仕事に
携わる女性達が語る「モータースポーツ働く女性トークショー」や「SF14 乗車体験」、「スーパーフォーミュラクイズラリ
ー」などを行い、ファミリーや、小学生から高校生、モータースポーツファンまで楽しんでいただけるイベントとなってお
ります。 

 
 「スペシャルトークショー」は、会期 2 日間にわたり開催いたします。9 日は、神奈川県に本拠地を構えるビーマック
ス・レーシング・チームより、本山 哲監督と千代 勝正選手、イトウチュウエネクス チーム インパルから平川 亮選手
が登場します。10日（日）は、9日に登壇していただいた、本山監督、千代選手の2名に、イトウチュウエネクス チーム 
インパルの星野 一義監督、関口 雄飛選手が加わります。 

 
 「エンジニアリングトークショー」（※10 日）には、関口選手、イトウチュウエネクス チーム インパルのエンジニアさ
ん、スーパーフォーミュラの TV 中継でピットレーポートを務め現役ドライバーでもある松田 次生さん他が登壇し、 
“レースで何が起こっていたのか？レースをどう組み立てるのか？”などを分かりやすく説明しながら、レースの醍醐
味を伝えます。 

 
「モータースポーツ働く女性トークショー」（※9 日）では、全日本 F3 選手権参戦中の三浦愛選手、モータージャーナ

リストの浅見理美さん、レースクイーンの生田ちむさんなどサーキットで活躍する女性が自分の仕事をわかりやすく説
明しながらモータースポーツの魅力を語ります。 

 
会期中、今年実際に参戦している2台のレース車両「SF14」のシートに座ることができる「SF14乗車体験」（※小学生

以下対象）や、アミューあつぎ館内に設置したクイズを解くと、スーパーフォーミュラのチケットやグッズが貰える「スー
パーフォーミュラクイズラリー」を実施します。その他、富士スピードウェイイメージガール「クレインズ」が来場し、全日
本スーパーフォーミュラ 第4 戦富士大会のチケットなどの販売も行ないます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示と乗車体験車両「SF14」 

イトウチュウエネクス チーム インパル 19 号車 ビーマックス・レーシング・チーム 50 号車 昨年の乗車体験風景 

星野 一義監督 関口 雄飛選手 平川 亮選手 本山 哲監督 千代 勝正選手 

「スーパーフォーミュラ スペシャルトークショー」 



 

 

 

【イベント概要】 

■名 称 ：  「スーパーフォーミュラ in アミューあつぎ with スマイル•キッズ」 

■会 場 ：  アミューあつぎ 

神奈川県厚木市中町2-12-15 

■開催日程 ：  2018 年 6 月  9 日(土) 10:00〜18:00 

2018 年 6 月 10 日(日) 10:00〜18:00 

■主 催 ：  株式会社日本レースプロモーション（JRP） 

■協 力 ：  富士スピードウェイ株式会社 

■協 賛 ：  本田技研工業株式会社 / トヨタ自動車株式会社 / 横浜ゴム株式会社 

■後 援：  厚木市 

 

【イベント内容】 

6 月9 日（土）・10 日（日）両日 10：00〜18：00  

【会場】1 階正面玄関付近 

「スーパーフォーミュラ SF14 展示、乗車体験 」（小学校低学年以下） 

イトウチュウエネクス チームインパル・ビーマックス レーシングチーム 

「富士スピードウェイ PR ブース」 

「スーパーフォーミュラクイズラリー 参加受付」 

※回答用紙は、当日10 時から１階屋外広場で配布します。 

6 月9 日（土） 

【会場】 9 階 シネマ 112 【定員】 各回110 名 

「スーパーフォーミュラ スペシャルトークショー」 

時間： 14：00〜15：00 

出演： ビーマックス レーシングチーム 本山哲監督、千代勝正選手 

       イトウチュウエネクス チーム インパル 平川亮選手 

  MC：水村リア 

「モータースポーツ働く女性トークショー」 

時間： 16:00～17:00 

出演： ビーマックス レーシングチーム F3 三浦愛選手、 

ビーマックス レーシングチーム レースクイーン 生田ちむ 

モータージャーナリスト 浅見理美 

MC：水村リア 

※観覧整理券は、当日10 時から１階屋外広場で配布します。 

6 月10 日（日） 

【会場】 9 階 シネマ 112 【定員】 各回110 名 

｢エンジニアリングトークショー｣ 

時間： 11：00～12：00 

出演： イトウチュウエネクス チーム インパル 関口雄飛選手 

      イトウチュウエネクス チーム インパル エンジニア 

  解説： 松田次生、MC：東美樹 

「スーパーフォーミュラ スペシャルトークショー」 

時間： 14：00〜15：00 

出演： イトウチュウエネクス チーム インパル 星野一義監督、関口雄飛選手 

ビーマックス レーシングチーム 本山哲監督、千代勝正選手 

MC：水村リア 

※観覧整理券は、当日10 時から１階屋外広場で配布します。 

 

＊	 イベントのスケジュールは予告なく変更される場合がございます。 

 



 

 

 

取材申し込み用紙 

FAX:03-6897-4840 
担当：堀内 090-1992-6842 

 

-サーキットの興奮をレースの楽しさをアミューあつぎで体感してみよう！- 

6 月 9 日（土）～10 日（日） 

「スーパーフォーミュラinアミューあつぎ wi th  スマイル•キッズ」開 催 
 

■名 称 ：  「スーパーフォーミュラ in アミューあつぎ with スマイル•キッズ」 

■会 場 ：  アミューあつぎ 

神奈川県厚木市中町2-12-15 

■開催日程 ：  2018 年 6 月  9 日(土) 10:00〜18:00 

2017 年 6 月 10 日(日) 10:00〜18:00 

■主 催 ：  株式会社日本レースプロモーション（JRP） 
 

□参加 ／ □不参加 

媒体名 
 

部署名 
 

お役職 
 

お名前(ふりがな) 
                                     様 

ご参加人数(合計) 
                                     名 

電話番号  

ファックス番号  

E メール  

 

＊この件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 

株式会社日本レースプロモーション（http://www.superformula.net/） 

102-0074 東京都千代田区九段南2-3-25 平安堂ビル 

e-mail：media@superformula.net 

Tel:03-3237-0131 Fax：03-3237-0135 


