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Press Information 

     VPR15-031 
2015 年4 月10 日（金） 

フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社

5/16-17 開催 “Volkswagen Fest 2015”のイベント コンテンツが決定！ 

◇ さらにパワーアップしたスポーツ ドライビングと数々の VW ファン&ファミリー向けプログラムを用意

◇ 人気ラジオ DJ ピストン西沢氏と、クルマ好きでも有名なテレビ コメンテーター テリー伊藤氏（5/17 のみ）が

VW の魅力を紹介

フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社（代表取締役社長：庄司 茂、本社：愛知県豊橋市、略称：

VGJ）は、5 月 16 日（土）、17 日（日）の 2 日間、東京・お台場で開催する国内インポーター最大級のカスタマー

イベント、“フォルクスワーゲン フェスト 2015”の概要を下記の通り発表します。なお、5 月 31 日（日）に予定

していた大阪（泉大津フェニックス：大阪府泉大津市）での開催は、諸般の事情により中止といたします。

2000年から始まったフォルクスワーゲン フェスト（以下：VWフェスト）は、全国のフォルクスワーゲン ファンが一堂に 
集まることで、情報の交換と相互交流を図るとともに、フォルクスワーゲン ブランドへのさらなる理解促進と愛着を

深めていただく場として、つねに高い人気を得てきました。今回で 7 回目を迎える VW フェストの最大のポイントは、 
東京・お台場での 2 日間開催です。各方面からのアクセスも良く、気軽に出かけられる人気エリアで開催することで、 
モーターファンはもちろん、ご家族連れからカップルまでの幅広いお客様に、フォルクスワーゲンの最新情報と新旧

フォルクスワーゲン オーナーのお洒落でステキなライフスタイル、そして、スポーティ、パワフル、高品質さなどに

ついて、さまざまなイベント コンテンツを通じて、フォルクスワーゲンの多彩な世界をお伝えしてまいります。

【フォルクスワーゲン フェスト 2015 の詳細について】 
◇ 開催名称 フォルクスワーゲン フェスト 2015
◇ 専用ホームページ http://web.volkswagen.co.jp/ja/volkswagen/events/2015/0226.html
◇ 開催日時 2015 年5 月16 日（土）、17 日（日） 2日間 ＊雨天決行 

＊ 開場：9:30、プログラムスタート：10:00、閉場：17:00（会場内プログラムは 16:00 まで） 
◇ 開催場所 東京臨海副都心 お台場特設会場

◇ 入場料 無料

＊ 会場内プログラムの一部は「有料」となります。会場でチケットを購入してご利用ください。

◇ 交通機関 東京臨海新交通臨海線・ゆりかもめ「船の科学館前」、東京臨海高速鉄道・りんかい線

「東京テレポート」下車

＊ 会場周辺の道路、駐車場は混雑が予想されますので、お出かけの際は、なるべく公共交通

機関をご利用ください。

＊ おクルマでご来場の方は、会場周辺の公共駐車場をご利用ください。

◇ 事前申込み 次項「催事内容」に、お申込み先の URL が記載されていますのでご確認ください。 
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【催事内容】 
1. Golf R パワースライド・エクスペリエンス 
 迫力のパワースライド同乗体験！ 
 プロドライバーが運転する「Golf R」で、パワースライド走行を体感！「Golf R」ならではのスポーティかつ、 
 アグレッシブな走りの体感に加え、普段経験することのできないエキサイティングなパワースライド走行を 
 お楽しみください。 

 ◇ 必要チケット枚数 5 枚 
 ◇ 体験人数同乗   同乗1 名のみ  ※ 6 歳未満の方はご参加いただけません。 

 
2. Golf R スライドチェイサー 

パワースライド走行を追いかけろ！ 
「Golf R」のパワースライド走行をプロドライバーの運転で追いかける、追跡体験プログラム！ 
パワースライド走行の迫力を間近でお楽しみいただけるオススメの同乗体験です。 
◇ 必要チケット枚数 2 枚 
◇ 体験人数   1 組4 名まで同乗  ※ 6 歳未満の方はご参加いただけません。 

 
3. GTI パシュート 

「Golf GTI」 VS 「Polo GTI」 追撃レース対決！ 
 真のホットハッチはどっちだ！Webで展開中の「Polo GTI」 vs 「Golf GTI」の対決企画を、追撃レース形式で 
 リアルに実施！ご来場の皆様には、どちらが勝つか予想いただきます。 

 ◇ 必要チケット枚数 不要   ※ プロドライバーによる走行パフォーマンス 
 
4. GTI ジムカーナ 
 スポーツグレードのGTI走行体験！ 
 プロドライバーが運転する「Polo GTI」、「Golf GTI」のスポーツ性能を満喫！普段体験できないコーナリングや 
 アクティブ走行などをご体験ください。 

 ◇ 必要チケット枚数 3枚 
 ◇ 参加条件   すべてのご来場者、プロドライバーの運転に同乗 
◇ 体験人数   1組3名まで同乗 

 

5. Polo アルティメット・ハンドリング・ゲーム 
ハンドリングの腕試し！ 
コンパクトカーの常識を超える性能と品質をそなえた「Polo」の小回りの良さを活かしてスラロームコースを 
走破！コース上の切り替えしポイントに設置した障害物を避け、完走を目指す走行体験です。 
◇ 必要チケット枚数 2枚 
◇ 参加条件   普通免許取得済のご来場者 
◇ 体験人数   運転 1名、同乗 1組2名まで 

 

6. Sharan バランス・ドライビング 
繊細なドライビングテクニックに挑戦！ 
7人乗りフルサイズミニバン「Sharan」に乗り、パークアシスト機能を駆使したギリギリの縦列駐車やタイヤ幅 
ギリギリのスロープの上をバランスを取りながら完走を目指す走行体験です。 
◇ 必要チケット枚数 2枚 
◇ 参加条件   普通免許取得済のご来場者 
◇ 体験人数   運転 1名、同乗 1組5名まで同乗 

同乗体験プログラム 

同乗体験プログラム 

走行パフォーマンス 

同乗体験プログラム 

走行体験プログラム 

走行体験プログラム 
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7. Touareg ラフロード・エクスペリエンス 

Touaregのパワーと性能を体験！

過去、ダカール・ラリー総合優勝で3連覇を果たした本格SUVの真価を体感！

街中では決して味わえない傾斜や急斜面コースで本格オフロード性能を満喫できます。

◇ 必要チケット枚数 2枚 
◇ 参加条件 すべてのご来場者、プロドライバーの運転に同乗

◇ 体験人数 1組3名まで同乗 ※ 6歳未満の方はご参加いただけません。

8. ペーパードライバー・レッスン 
ペーパードライバー講習

「免許はあるけど、運転には自信が無い・・・」そんなあなたを専任スタッフがサポート！優しく・丁寧がモットーの

運転技術のサポートプログラムです。

◇ 必要チケット枚数 3枚 
◇ 参加条件 普通免許取得済のご来場者

◇ 体験人数 運転 1名、1組3名まで同乗 

9. フルラインアップ・テストドライブ

フォルクスワーゲンの最新モデルが一同に集合！

ピストン西沢氏の音声解説付きフルラインアップ試乗会！様々な車の特徴や性能を分かり易くお伝えします。

この機会にお好みのフォルクスワーゲン車をぜひお試しください。

◇ 必要チケット枚数 不要

◇ 参加条件   普通免許取得済で取得後1年以上のご来場者 
◇ 体験人数   運転 1名、同乗人数は車種により異なります 

10. The Beetle Cabriolet ベイサイド ドライブ 
憧れのオープンモデル試乗！

「The Beetle Cabriolet」お台場ドライブ試乗会を開催！気持ちの良い5月の空の下、4人乗りオープンモデルで

心地よい風を感じながら爽快なドライブをご堪能ください。

◇ 必要チケット枚数 不要

◇ 参加条件 普通免許取得済で取得後1年以上のご来場者 
◇ 体験人数 運転 1名、1組2名まで同乗 

11. メインステージ

スペシャルゲストも来場！

VW Fest 2015の総合プロデューサーを務めるラジオDJ・ピストン西沢氏がメインMCを担当！会場をつないで

イベント全体を盛り上げます。さらに、スペシャルゲストとして、テレビ コメンテーターとしてもご活躍中でクルマ

好きのテリー伊藤さんも登場します。

◇ 開催時間 10:00〜16:00 
◇ 参加条件 すべてのご来場者

12. Golf Variant 荷物積み込みチャレンジ

親子・友達・みんなで挑戦！

スタイリッシュなワゴンなのに大きなトランク！さらに進化した「Golf Variant」のラゲッジスペースに、どれだけ

荷物を積み込めるか！？制限時間内に積んだ荷物の数と種類でポイントを競い合うプログラムです。

◇ 必要チケット枚数 2枚 
◇ 参加条件 すべてのご来場者

◇ 体験人数 2名1組 

同乗体験プログラム

走行体験プログラム

走行体験プログラム 

走行体験プログラム

メインステージ

お気軽体験プログラム 
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13. Think Blue. キッズプログラム 
楽しみながら環境について考えよう！

楽しみながら環境について考えるフォルクスワーゲンの提唱するサスティナビリティキャンぺーン「Think Blue.」
を体験。自転車で発電したエネルギーを利用して、スロットカーゲームでタイムトライアルしよう！

◇ 必要チケット枚数 1枚 
◇ 開催時間 10:00〜16:00 
◇ 参加条件 すべてのご来場者

14. ラジコン トライアル

フォルクスワーゲン仕様のラジコンで遊ぼう！

最高速度50kmのフォルクスワーゲン バギー ラジコンを操作して、コース上をアクロバティックに走行しよう！ 
お子様から大人まで楽しめる、力強いバギー走行をぜひ満喫ください！

◇ 必要チケット枚数:2枚
◇ 開催時間 10:00〜16:00 ＊ イベント時間内には、ラジコンカーの販売も行います

◇ 参加条件 すべてのご来場者

15. Street VWs FEST
クラシック フォルクスワーゲンが大集合！

歴代「Beetle」や「Type2（バス）」が一堂に集結！レアなグッズ販売や貴重な車両の展示など、国内最大級の

フォルクスワーゲン ファン カスタマーイベントをVolkswagen Fest 2015 内で同時開催！

◇ 開催時間 10:00〜16:00 
◇ 参加条件 空冷フォルクスワーゲン専門誌「STREET VWs（内外出版社）」による事前申込制 

＊ 一般ご来場者の当エリアへの入場（人のみ）は無料で事前申請は必要ありません。

◇ 申込専用URL http://www.streetvws.com/fest2015.html 

16. オーナーズクラブミーティング

みんなで愛車自慢！

自慢の愛車仲間とともに楽しむオーナーズ クラブ オフ会スペースをご用意！互いに情報交換したり、こだわり

について語りあいながら、充実したひと時をお過ごしください。

◇ 開催時間 10:00〜16:00 
◇ 参加条件 事前申込制

◇ 申込専用URL http://web.volkswagen.co.jp/ja/volkswagen/events/2015/0226.html 

17. ゴキゲンバーベキュー 
本格的なこだわりBBQ！

バーベキューマスター、ピストン西沢氏が丸ごとプロデュースする本格メニューを、気軽に味わえます。

本格的なバーベキューに加え、ダッジオーブンで作る本格バナーニャカウダーもぜひご賞味ください。

◇ 料金 1名 2000円 
◇ 開催時間：10:30〜、13:30～ 2タイム

◇ 参加条件：事前申込制 ※ 先着順 1組2名～6名まで

◇ 申込専用URL http://web.volkswagen.co.jp/ja/volkswagen/events/2015/0226.html 

お気軽体験プログラム

お気軽体験プログラム 

お気軽体験プログラム 

その他プログラム 事前申込

事前申込

その他プログラム 事前申込
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18. お台場ワーゲンキャンプ

ナイトBBQ も楽しめる！

 Volkswagen Fest 2015 を2日間、思いっきり楽しみたい方のために、宿泊可能なキャンプエリアもご用意！

 （ナイトBBQ付き）

＊ テントは参加者各人のお持ち込みとなります。

◇ 料金 3000円/1枠＋ナイトバーベキュー2000円/1名（6名様まで） 
◇ 参加条件 事前申込制  ※ 先着順 15枠
◇ 申込専用URL http://web.volkswagen.co.jp/ja/volkswagen/events/2015/0226.html 

19. オーナーズクリニック

メカニックによるレクチャープログラム！

大切な愛車を長く乗り続けるためのフォルクスワーゲンのプロメカニックによるオーナーズ クリニック。

プログラムは、① メンテナンス編、② エコドライブ編の2つで、時間別に開催します。 
◇ 開催時間 ①メンテナンス編 ：11:00～  14:00～

②エコドライブ編 ：12:30～  15:30～  の4回/日
◇ 参加対象 フォルクスワーゲン オーナー様

＊ 各回先着15〜20名限定

20. Volkswagen マーケット

オリジナルグッズが盛りだくさん！

フォルクスワーゲン オリジナルグッズが勢ぞろいした販売コーナー！

毎回大人気のフォルクスワーゲン オリジナル アイテムが勢ぞろいしたはもちろん、人気の “ハッピー

缶” も販売予定。フォルクスワーゲン ファンだけでなく、掘り出し物を見つけるチャンス！

21. Volkswagen パレードラン

お台場エリアをフォルクスワーゲンで埋め尽くそう！

イベントのフィナーレとして、フォルクスワーゲン車で来場されたお客様全員で、お台場エリアを記念走行！

イベントのフィナーレコンテンツを是非、ご参加ください！

◇ 参加対象 フォルクスワーゲン車のみ

＊ 詳細は当日会場でのご案内となります。

その他プログラム 事前申込

その他プログラム 

走行体験プログラム 

その他プログラム 


