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5/21-22 “Volkswagen Day 2016” イベントコンテンツ決定 
 

 約 100台のフォルクスワーゲン最新モデルが東京・お台場に大集合 

 体感型コンテンツが満載：オールラインアップ・テストドライブやオールイン・セーフティ エクスペリ

エンス、プロドライバーの運転に同乗試乗できる「パワースライド・エクスペリエンス」などの充実し

た同乗・試乗プログラムに加えて、ファミリー向けなどの多彩なコンテンツを用意 

 

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：ティル シェア、本社：愛知県豊橋市、 

略称：VGJ）は、5月 21日（土）、22日（日）の 2日間、東京・お台場の特設会場で開催する大規模なカスタ

マーイベント、“Volkswagen Day 2016“（フォルクスワーゲン デイ 2016）の概要を下記の通り発表いたし

ます。 

 

“乗る、知る、感じる”というサブテーマを設けた“Volkswagen Day 2016”では、より多くのお客様に、 

最新のフォルクスワーゲン各モデルに実際に乗って、体感いただくことで、商品の確かさ、ブランドへの理

解、そして、より一層、フォルクスワーゲンを身近な存在として感じていただくことを主な目的としています。

今年から提唱しているフォルクスワーゲンの安全思想“Volkswagenオールイン・セーフティ”を体験する「オ

ールイン・セーフティ エクスペリエンス」やスモールカーの『up!』から大型 SUVの『トゥアレグ』までフォルク

スワーゲンの最新モデルを気軽にご試乗いただける「オールラインアップ テストドライブ」などに加えて、免

許を取って間もない方はもちろんベテランの方にもためになる「フォルクスワーゲン・ドライビングセミナー」

やお子様向けのキッズプログラム「お絵かきビートル」などを用意し、フォルクスワーゲンの魅力がたくさん

詰まったイベント内容となっています。 

 

“Volkswagen Day 2016”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やスポーティ、パワフル、高品質さ、安全性、さらにはクルマとの

付き合い方などについて、さまざまなプログラムを通じて、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。 

 

【Volkswagen Day 2016 ～乗る、知る、感じる～ イベント概要】 

開催日時 2016年 5月 21日（土）、22日（日） 2日間  

 開場：9時 30分 プログラムスタート：10時 閉場：18時  

 *雨天決行（荒天中止の場合は、インターネットホームページなどで情報を提供いたします） 

開催会場 東京臨海副都心 お台場特設会場（青海臨時駐車場） 

入場料    無料  

交通機関   新交通ゆりかもめ「船の科学館」、新交通ゆりかもめ「台場」駅下車徒歩 5分 

 *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。 

専用 HP    http://web.volkswagen.co.jp/ja/volkswagen/events/2016/0428/ 
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【プログラム内容】 *プログラム内容が変更する場合がございます。 

  

1. オールラインアップ・テストドライブ 

スモールカーの『up!』から大型SUVの『トゥアレグ』までフォルクスワーゲンの最新モデルを場内特設コ

ースで試乗走行！ 

フォルクスワーゲンの優れた走行性能を体験いただける他、インテリア・エクステリアや居住空間もご

体感ください！さらに、今回のVolkswagen Day 2016の総合プロデューサーである、人気ラジオDJピ

ストン西沢氏による、車種の特徴や性能をわかりやすく解説するオーディーガイドもお楽しみいただけ

ます。 

◇体験方法：走行体験プログラム（助手席にインストラクターが同乗し、ご案内いたします） 

◇参加対象：普通自動車運転免許取得後、1年以上が経過している方 

*シートベルが正しく装着可能な方のみご試乗いただけます。 

**身長 140cm未満の方には、ジュニアシートをお貸出しいたします。 

***上記以外においてもスタッフが安全な運転が困難と判断した場合は、試乗をお断りさせていただく場合がございます。 

◇体験人数：運転 1名、同乗人数は車種によって異なります。 

 

2.  “Volkswagenオールイン・セーフティ” エクスペリエンス 

フォルクスワーゲンの安全思想“Volkswagenオールイン・セーフティ”を体験！ 

Volkswagenオールイン・セーフティを、先進安全技術を通じて体感していただきます。 

◇体験方法：同乗体験プログラム 

◇参加対象：全てのご来場者 

*シートベルトが正しく装着可能な方のみ体験可能です。 

**身長 140cm未満の方には、ジュニアシートをお貸出しいたします。 

***お子様がご乗車の場合は、プログラム内容を変更する場合がございます。 

◇体験人数：同乗人数は車種によって異なります。 

 

3. 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

走をお楽しみください。 

◇体験方法：同乗体験プログラム 

◇参加対象：6歳以上、 

*身長 140cm以下、ヘルメット及びシートベルトを正しく装着できない方はご乗車いただけません。 

◇体験人数：同乗 1名 

 

4. Golf R パワースライド・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。 

◇体験方法：同乗体験プログラム 

◇参加対象：6歳以上 

*身長 140cm以下、ヘルメット及びシートベルトを正しく装着できない方はご乗車いただけません。 

◇体験人数：同乗 4名まで 

試乗・同乗コンテンツ 

New 試乗・同乗コンテンツ 

試乗・同乗コンテンツ 

試乗・同乗コンテンツ 
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5. フォルクスワーゲン・ドライビングセミナー 

免許は持ってるけど、普段あまり運転しない方。運転は好きだけど、自信が持てない方をはじめ、ベテ

ランの方にもためになるドライビングセミナー。 

知識と経験が豊富な講師が丁寧にレクチャーします。苦手な運転操作や悩みをどんどん相談いただき、

楽しく快適なカーライフを送っていただくためのサポートプログラムです。 

◇体験方法：走行体験プログラム 

◇参加対象：普通自動車運転免許取得済みのご来場者 

◇体験人数：運転 1名、同乗 3名 交代で運転していただきます。 

 

6. サラウンドアイ・エクスペリエンス 

フォルクスワーゲンの純正オプション駐車支援カメラシステム「サラウンドアイ」を活用した車庫入れ体

験。車庫入れに自信のない方や、狭い場所を運転する機会の多い方にはオススメの機能です。ぜひこ

の機会にお試しください。 

◇体験方法：走行体験プログラム 

◇参加対象：普通自動車運転免許取得済みのご来場者 

◇体験人数：運転 1名、同乗 4名まで 

 

7. “Car-Net”デモンストレーション 

クルマのコネクティビティを高め、カーライフを便利で快適にするフォルクスワーゲンの 

モバイルオンラインサービス“Car-Net”の機能紹介やデモンストレーションを行います。 

Car-Net専用アプリ“e-remote”を使えば、クルマとの付き合い方が便利に！ 

例えば、プラグインハイブリッド車のバッテリーの充電状況や駐車した場所を、スマートフォンやパソコ

ンを使って、どこからでも確認することが可能です。また、事前にエアコンを操作して社内を快適な温

度にしたり、ヘッドライトが点灯したままか、ドアがちゃんと閉まっているかなどの、現在の車両状況の

確認などもできます。 

 

8. オーナーズクリニック 

フォルクスワーゲンオーナーやフォルクスワーゲンのクルマに興味がある方向けに 

フォルクスワーゲン グループ ジャパンのスタッフがエコドライブやメンテナンスについてわかりやすく

レクチャーします！ 

フォルクスワーゲンがある生活を更に快適に、楽しくするコツを伝授します。 

◇参加対象：フォルクスワーゲンオーナーやフォルクスワーゲンの車に興味がある方 

◇プログラム定員：各回 40名様 

①エコドライブ編   ②メンテナンス編 

 

9. キッズマイスター 

フォルクスワーゲンのオリジナルユニフォームを着て、憧れのメカニック職を体験！ 

クルマを実際に見て、触って、タイヤの取り外しやエンジンルームの点検方法を学んでいただけます。

参加者には、フォルクスワーゲンキッズマイスター認定証を発行します 

 

 
 
 

デモンストレーション・レクチャー 

New 

New 

試乗・同乗コンテンツ 

試乗・同乗コンテンツ 

デモンストレーション・レクチャー 

デモンストレーション・レクチャー New 
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10. オールラインアップ展示 

スモールカーのup!から大型SUVのトゥアレグまでフォルクスワーゲンの最新モデルが大集合！ 

実際にフォルクスワーゲンのクルマに触れて、ご自身のライフスタイルにあったモデルをじっくりご覧く

ださい！  

 

 

11. フォルクスワーゲン・ヒストリックカー展示 

歴代のフォルクスワーゲンの名車の中から、フォルクスワーゲンのアイコンでもあるType 1=Beetle、 

フォルクスワーゲンバスの愛称で親しまれるType 2、ヴァリアント（ステーションワゴン）の原点である

Type 3といった、フォルクスワーゲンの歴史の中でも代表的な車種を展示します。 

また、今回特別に希少な初代Golf GTIとType 1ベースのカスタムカーBaja Bug（バハバグ）も特別に

展示いたします。時代が変わっても色褪せることない、フォルクスワーゲンの魅力をご覧ください。 

 

 

12. アクセサリー装着車&COXコンプリートカー展示 

フォルクスワーゲン純正パーツ&アクセサリー（一部参考出展を含む）を装着した車や40種類のホイー

ルを一同に展示。また、フォルクスワーゲン純正アクセサリーの開発や、長年フォルクスワーゲンの 

チューニングで実績のあるチューンアップメーカーCOXが手がけたコンプリートカーを展示！フォルクス

ワーゲンのクルマを使った様々な楽しみ方をご紹介します。 

 

13. Passat Variant 荷物積み込みチャレンジ 

親子・友達・みんなで挑戦！ 

最大約603Lの大容量ラゲッジルームを持つPassat Variantに、どれだけ荷物を積み込めるか 

チャレンジ！よりたくさんの荷物を積むことができたチームには、フォルクスワーゲンオリジナルグッズ

をプレゼント！  

◇ 参加対象   すべてのご来場者 

◇ 体験人数   1組2名 

 

14. Volkswagen マーケット 

今年も大人気のオリジナルグッズが盛りだくさん！ 

バラエティに富んだ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！ 

大人気の “ハッピー缶” も各日先着100個限定販売*。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！ 

*ハッピー缶のご購入は、お1人様1点のみです。 

 

15. Volkswagen ユニゾン 

特別デザインでラッピングされたThe Beetleを女性ドライバーが運転し、都内でVolkswagen2016の告

知を行います。街で見かけたらぜひ、手を振って応援していただいたり、写真を撮って、SNSに投稿し

たりして、盛り上げてください。 

 

走行予定：5月20日（金）-5月22日（日） 都内各所 

 

 

 

その他のプログラム 

展示コンテンツ 

展示コンテンツ 

展示コンテンツ 
New 

その他のプログラム 

その他のプログラム 
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16. The Beetleトランポリン バルーン ハウス 

子供たちに大人気のThe Beetleトランポリン バルーン ハウス。 

◇参加条件：3歳～小学2年生 身長120cm以下のお子様 

 

 

17. お絵かきビートル 

Volkswagen Day 2016のロゴが入ったThe Beetleのフルラッピングカーに、子供たちが自由にお絵か

き！世界に一つだけのラッピングカーをみんなで作って楽しみましょう！ 

 

 

18. Type 2ケータリングカー 

“フォルクスワーゲンバス”の愛称で親しまれる、Type2のケータリングカーが色とりどりに勢揃い。 

ドイツ名物のソーセージ料理“カリーブルストも登場！ 

フォルクスワーゲン グループ ジャパン豊橋本社の社員食堂で実際に提供されている特製レシピを 

ご賞味ください。 

 

 

19. バーチャル・リアリティ体験 

プロドライバーが運転する『Golf GTI』(Golf R)の走行を運転席からVR体験。 

サーキットで誰もが経験することのできない4つの走行シーンを通して、『Golf GTI（Golf R）』の高速走

行安定性や操縦安定性など、高いレベルの走行性能をVRの世界で体感していただけます。 

 

その他のプログラム 

その他のプログラム 

その他のプログラム 

その他のプログラム 

New 

New 


