
                             

 

 

報道関係各位 

2022 年 5 月 20 日 

 

SUPER FORMULA 2022 年シーズンの全マシンをバーチャルで再現！ 

「グランツーリスモ７ リバリーデザインコンテスト」を開催 

 

 

株式会社日本レースプロモーション(以下 JRP)は、PlayStation®5＊1（以下、PS5TM）および、

PlayStation®4＊1（以下、PS4®）用ソフトウェア『グランツーリスモ７』と連携し、SUPER FORMULA 

の 2022 年シーズンを SF19 で戦う全 12 チーム、21 台のマシンと、SUPER FORMULA NEXT50 プロ

ジェクトでカーボンニュートラル開発テストを担う「赤寅(Red Tiger SF19 CN)」「白寅(White Tiger 

SF19 CN)」のリバリー（カラーリング）デザインを一般のプレイヤーの方に募集する、「グランツーリ

スモ７ リバリーデザインコンテスト」を開催いたします。 

 

 応募いただいた作品は、参戦チームおよび JRP にて各マシンの「公認リバリー」を選出し、SUPER 

FORMULA オフィシャルサイト等で公表するとともに、今後の SUPER FORMULA 公式のヴァーチャ

ルレースや各種プロモーション施策等で使用させていただきます。 

また「公認リバリー」を作成いただいた方には、賞典として応募されたチームのファングッズ（直筆

サイン入りドライバーズカードおよびチームフラッグ）を贈呈いたします。 

リバリーデザインは『グランツーリスモ７』のゲーム内で「ショーケース」に全体公開した後、その

URL をグランツーリスモ・ドットコムの「GT マイページ」から、ご自身の Twitter アカウントで、指

定のハッシュタグを添えて投稿頂くことで、応募いただけます。 

応募期間は、5 月 24 日(火) 〜6 月 5 日（日）までとなりますので、「グランツーリスモ」プレイヤ

ーの皆様においては、次頁のコンテスト概要をご参照の上、奮ってご参加いただきますよう、お願い申

しあげます。 

  



                             

 

＜「グランツーリスモ７ リバリーデザインコンテスト」実施概要＞ 

 

■応募期間 

2022 年 5 月 24 日(火) 〜6 月 5 日（日） 

 

■使用車種 

SUPER FORMULA SF19 

 

■応募方法 

①「GT オート」／「カーカスタマイズ」／「リバリエディター」で制作し、「カーカスタマイズ」 

のメニュー内にある「スタイル保存」から、保存する際「全体に公開」してシェア頂くことで、 

「ショーケース」にアップロードいただきます。 

②アップロード頂いたリバリーデータの URL をグランツーリスモ・ドットコムの「GT マイページ」 

から下記、指定ハッシュタグをつけて応募下さい。 

 

■『グランツーリスモ７』内検索タグ 

（ゲーム内でプレイヤーがリバリーデータを検索するためのもの） 

#sf2022 

#カーナンバー ※記載例：#no1、#no20 

 

  ■リバリーデザインコンテスト応募用 Twitter ハッシュタグ 

（制作したリバリーをコンテストに応募し、事務局で判別するためのもの） 

#sf2022 

#カーナンバー ※記載例：#no1、#no20 

#SFormula 

#SFNEXT50 

 

■選出方法 

Twitter を通じて応募された作品の中から、各マシンの「公認リバリー」を 1 点ずつ、全 23 点を 

各チームおよび日本レースプロモーションで選出いたします。 

 

■発表方法 

・リバリーデータ制作者に対して、株式会社日本レースプロモーションより通知いたします。 

・SUPER FORMULA オフィシャルサイト / 公式 Twitter にて発表いたします。 

 オフィシャルサイト：https://superformula.net/sf2/ 

 公式 Twitter：https://twitter.com/SUPER_FORMULA 

・グランツーリスモ 公式サイト内、ニュースページに掲載いたします。 

 オフィシャルサイト：https://www.gran-turismo.com/jp/gt7/top/ 

 

https://superformula.net/sf2/
https://twitter.com/SUPER_FORMULA
https://www.gran-turismo.com/jp/gt7/top/


                             

 

■賞典 

応募されたチームのファングッズ 

①直筆サイン入りドライバーズカード 

②チームフラッグ 

 

 

 

 

 

 

 

 ※デザインは変更になる場合がございます。 

 

■参加規約 

※応募された時点で以下の内容に同意したものとみなします 

 

・応募された作品の著作権全て、株式会社日本レースプロモーションに帰属するものといたします。 

（翻案権、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利も含む） 

・応募者は応募作品に対し著作者人格権（公表権、氏名表示権、同一性保持権）を行使しないこと 

とします。 

・入賞作品は、株式会社日本レースプロモーションによって、ウェブサイトや SNS に掲載、もし 

くはイベントでの展示、バーチャルシリースの開催など、２次利用をさせていただきます。 

・上記条件に合致しないものは選考の対象外とさせていただきます。 

 

＊1 「PlayStation」、「プレイステーション」および「PS5」、「PS4」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメ

ントの登録商標です 

© 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc. “Polyphony Digital logo”, “Gran Turismo” 

and “GT” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Manufacturers, cars, names, brands and associated 

imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights 

reserved. Any depiction or recreation of real world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply 

any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. All rights reserved. 

  



                             

 

本件に関する報道関係者のお問い合せ先 
 

(株)日本レースプロモーション 

〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-3-25 平安堂ビル 3F 

Tel.03-3237-0131 Fax.03-3237-0135 

広報事務局：上坂 

Email: media@superformula.net 

SUPER FORMULA オフィシャルサイト 
https://superformula.net/sf2/ 

■応募対象ドライバー／車両一覧 

#カーナンバー*2 ドライバー名 チーム名 エンジンメーカー*3 

#no1 野尻 智紀 TEAM MUGEN Honda 

#no15 笹原 右京 TEAM MUGEN Honda 

#no3 山下 健太 KONDO RACING TOYOTA 

#no4 サッシャ･フェネストラズ KONDO RACING TOYOTA 

#no5 牧野 任祐 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda 

#no6 大津 弘樹 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda 

#no7 小林 可夢偉 KCMG TOYOTA 

#no18 国本 雄資 KCMG TOYOTA 

#no12 福住 仁嶺 ThreeBond Drago CORSE Honda 

#no14 大嶋 和也 docomo business ROOKIE TOYOTA 

#no19 関口 雄飛 carenex TEAM IMPUL TOYOTA 

#no20 平川 亮 carenex TEAM IMPUL TOYOTA 

#no36 ジュリアーノ･アレジ Kuo VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA 

#no37 宮田 莉朋 Kuo VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA 

#no38 坪井 翔 P.MU/CERUMO･INGING TOYOTA 

#no39 阪口 晴南 P.MU/CERUMO･INGING TOYOTA 

#no50 松下 信治 B-Max Racing Team Honda 

#no53 佐藤 蓮 TEAM GOH Honda 

#no55 三宅 淳詞 TEAM GOH Honda 

#no64 山本 尚貴 TCS NAKAJIMA RACING Honda 

#no65 大湯 都史樹 TCS NAKAJIMA RACING Honda 

#no01 塚越 広大 白寅(White Tiger SF19 CN) Honda 

#no02 石浦 宏明 赤寅(Red Tiger SF19 CN) TOYOTA 

＊2 『グランツーリスモ７』内検索タグならびに Twitter 投稿時のハッシュタグ 

＊3 各車両とエンジンメーカーの組み合わせを間違えると応募対象外となりますのでご注意下さい。 

＊4 リバリー制作のための参考写真が閲覧できるギャラリーは 5 月 24 日(火)に公式ホームページにて公開致します。 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:media@superformula.net
https://superformula.net/sf2/

