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“GTI”デビュー40周年記念、『GTI Meeting Japan』開催 
9/9（金）、袖ヶ浦フォレストレースウェイ、VW ファンと共に祝う「GTI」40周年記念イベント 

サーキット走行は「G」「T」「I」の 4 コース、「I」には「レディースクラス」を設定 

お申込みは、8 月 24日（水）12:00～専用ウエッブサイトで開始 
 
 

 

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、9 月 9 日（金）、袖ヶ浦フォレストレースウェイ（千葉県袖ケ浦市）にて、フォルクスワーゲン 

スポーツモデルの代名詞である「GTI」のデビュー40周年を記念したイベント「GTI Meeting Japan」を開催 

します。本イベントは、多くのフォルクスワーゲン ファンに自慢のフォルクスワーゲン（愛車）でお集まり戴き、

同時に”GTI”らしい「走り」を中心にしたさまざまなイベントコンテンツへの参加を通じて、“GTI”のデビュー 

40周年をファンの皆様とその喜びを共有したいという思いから企画しました。なお、事前申し込みが必要な 

走行系コンテンツは、8月 24日（水）12時から、次項に掲載した専用ウェブサイトから受付を開始します。＊ 

* 受付の〆切は、各コンテンツの募集定員に達し次第、事前通告なしに終了いたしますので、予めご了承ください。 

 

「GTI Meeting Japan」では、ファン同士の交流を深めていただくためのフォルクスワーゲン オーナー向け 

オフ会スペースや自慢の愛車でサーキット走行するコンテンツ、実際にフォルクスワーゲンの最新スポーツ 

モデルのハンドルを握ってサーキットを走行する体験試乗、プロドライバーが操る“GTI”シリーズに同乗 

するサーキットタクシー、協賛各社の展示コーナー、フォルクスワーゲン純正パーツ&アクセサリーコーナー 

などがあります。この他にも、かつて国内で開催していた「Golf」のワンメイクレース「POKAL Cup（ポカール  

カップ）」でシリーズチャンピオンに輝いた経験がある中谷明彦氏（モータージャーナリスト）と荒 聖治氏 

（レーシングドライバー）両氏による“GTI”記念トークショーやサーキットタクシー、初代「Golf 1」から最新の 

「GTI」までの歴代「Golf 7 GTI」によるヒストリック「GTI」エキシビション走行など、当日は多くのフォルクス 

ワーゲン ファンの皆様に、改めて「GTI」ブランドへの思いと感動を心に刻んでいただけるイベントにして 

まいります。 

 

「GTI」 

それは、世界中のモーターファンが熱狂し、想像を超える“走り”への敬愛が込められたホットハッチの称号 

（ブランド）であり、フォルクスワーゲンの大切な財産のひとつです。そして、フォルクスワーゲンは 1975年に 

デビューした初代「Golf GTI」以降、「GTI」という称号を正しく受け継ぐことができる唯一無二の自動車会社 

です。以降「GTI」は、40 年もの長きにわたって、それぞれの時代の「GTI」にもっともふさわしく、もっとも 

最先端をゆく“走り”を追い求め、そのエッセンスを受け継いだモデルを広げると共に、絶えず進化し続けて 

きました。VGJでは、この「GTI」デビュー40周年に際して、「Golf GTI Clubsport Track Edition」の販売を 

はじめ（5 月）、間もなく、その第 2 弾である「Golf GTI Clubsport Street Edition」を発売するなど、「GTI」 

ブランドをより一層、強化し、育んでいくための活動を積極的に行っています。今回の「GTI Meeting 

Japan」は、その一環として開催するもので、歴代の「Golf GTI」から最新モデルまでが一同に会す、日本 

では最初となる「GTI Meeting」です。 
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GTI Meeting Japan 
 

 開催日時など 

開催日時 2016年 9月 9日（金） 6:00ゲートオープン（6:30受付開始）～16:30終了予定 

 入場無料（雨天決行） 
 * 「走行系コンテンツ」などご参加者以外のお客様は、隣接駐車場をご用意しています。 

  * 台風などの荒天で中止の判断をした場合は、お申込み専用ウェブサイトなどでその旨ご案内 

  します。 

開催場所 袖ヶ浦フォレストレースウェイ  千葉県袖ケ浦市林 348-1 

 http://www.sodegaura-forest-raceway.com/index.html 
 

 お申込み専用ウェブサイト 

受付開始日時 8 月 24日（水）12:00～受付開始 

専用 URL http://www.gti-meeting.com 

〆切 各コンテンツの募集定員に達し次第、事前通告なしに終了いたします。 

 各コンテンツの内容、募集定員は次項をご覧ください 

 先着にもれた方でも当日は隣接駐車場をご利用のうえ、ご入場いただけます。 
 

 申込特典 

「サーキット走行」「フォルクスワーゲン オーナーズクラブ向けオフ会」にご参加される方には、受付に

て人気のフォルクスワーゲン オリジナル ペール缶（上面蓋部分がソフトパッド）をプレゼントします。 

* ペール缶本体と蓋のみで内容物はありません。 

* 事前申し込み者参加者 1名につき 1個とさせていただきます。 

* 「走行系コンテンツ」に参加される方は、会場での荷物入れとしてご利用ください。 
 

 
 
 
 

 イベントお申込み手順 
 
 
 
 
 

 

 イベント参加に際してのお願いとご注意 

 参加車輛はフォルクスワーゲン車とさせていただきます。 

 事前申込が必要なコンテンツは、基本的に「先着順」とさせていただきますので、予めご了承ください。 

 1名で複数コンテンツへのお申込みはできません。希望する何れかにお申込みください。 

 「走行系コンテンツ」参加方は、オーナーズクラブ用スペース（オフ会）へ駐車はご遠慮願います。 

 当日の会場内では、オフィシャルの指示に従ってください。 

 当日は、予め、車内に積んである小物や荷物など、極力おろしてご来場ください。 

 「当日キャンセル」は、イベント安全かつ円滑な運営に影響を及ぼすとともに、他のお客様にもご迷惑を 

 おかけする恐れがありますので、予め、当日のご予定、ご都合をご確認のうえ、お申込みください。 

 当日、施設内のレストラン等は通常営業していますが、混雑が予想されますので、予め軽食、飲料等を 

 ご用意されることをお勧めいたします。 

 会場では「屋外パドック」が基本的な待機場所になりますので、当日は建屋 2F の控室をご利用いただく 

 とともに、各自、熱中症対策の準備をお願いいたします。 

 走行される方の服装については、次項の走行系コンテンツの各項目にある「条件」欄をご覧ください。 

 サーキット走行では、予期せぬ負荷が車両にかかることが予想されますので、走行系コンテンツに参加 

 される方は、イベント期日までに愛車のコンディションをフォルクスワーゲン正規ディーラーなどで点検 

 くださいますようお勧めします。 

 会場内での盗難、事故は、一切その責任を負いかねますので、安全確保、安全運転をお願いします。 

 その他、事前申込が必要な走行系コンテンツに関する諸注意等については、事務局が別途ご案内する 

 受領確認書などをご確認ください。 

 
 
 

開設日時以降、専用

URLからお申込み 

事務局で受付処理 

登録手続き 

事務局から受理確認

書や必要書類を送付 

 

当日忘れずに持参 

入場・受付時に提示 
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GTI Meeting Japan イベントプログラム 
 

事前申込 が『必要』なコンテンツ （下記 1~2） 
 
 

1. サーキット走行（4 クラス） 
参加者ご自身の運転経験、運転技量などをご判断の上、下記「G」、「T」、「I-Ⅰ」、「I-Ⅱ」の 4 コースの 

いずれかを選択してお申込みください。 

クラス 車両 内容 条件 
募集 

定員 

[ G ] Class 

サーキット走行 

熟練経験者 

（フリー走行） 

自車 

参加者個々人の運転技量に任せ、 

時間内は基本的に先導車が無い 

フリー走行とします 

（フルコース） 

レーシングギア着用* 

* ヘルメット、スーツ、グローブ、 

シューズなど一式 

* レンタルはありません 

* 駐車スペース内はテント可 

90台 

[ T ] Class 

サーキット走行経験あり 

（先導車付き） 

自車 

サーキット走行の経験はあるが、 

再度、基礎から運転技術を習得 

したいという方に先導車付きで 

インストラクターが指導します 

（外周路） 

長袖、長ズボン着用 

* テント不可 

（建屋 2Fの休憩所をご利用ください） 

50台 

[ I ] Class-Ⅰ 

サーキット走行初心者 

（先導車付き） 

自車 

サーキット走行の経験は無いが、 

スムーズに走れる運転技術を習熟 

したいという方に先導車付きで 

インストラクターが指導します 

（内周路） 

45台 

[ I ] Class-Ⅱ 

サーキット走行初心者 

レディースクラス 

（先導車付き） 

スムーズに走れる運転技術を習熟 

したいという女性向けの専用コース 

（内周路） 

* 走行会など参加経験がある女性は、別途、 

「G」ないしは「T」枠へお申し込みください 

15台 

* 受付の〆切は、各コンテンツの募集定員に達し次第、事前通告なしに終了いたしますので、予めご了承ください。 

* 当日、主催者側が走行に危険、不適切と判断した場合、あるいは、申込参加条件を満たしていないと判断した場合、走行 

いただけないことがあります。予め、ご了承ください。 

* 当日はお申込みいただいた多くのVWファンの皆様に走行いただくため、1回/各人の走行となります。予めご了承ください。 

 
 
 

2. フォルクスワーゲン オーナーズクラブ向けオフ会（オフ会スペース：15スロット） 
 オフ会スペースとしてパドックをご利用いただけます。 

クラス 車両 内容 条件 
募集 

枠数 

VWオーナーズクラブ 

向けオフ会スペース 
自車 オーナーズクラブ単位でのご利用 

フォルクスワーゲンのみ 

最大駐車台数 4台まで 

（火気・テント禁止） 

15枠 

* 受付の〆切は、各コンテンツの募集定員に達し次第、事前通告なしに終了いたしますので、予めご了承ください。 

* ご利用については、安全上、規制枠内でご利用願います。また、停車可能車両は最大 4台/1パドックまでです。 

* パドックのおおよその広さは、6m X 6m です。縦方向はなるべく詰めての駐車にご協力をお願いいたします。 

* ご利用いただくパドックは、ピットレーンに隣接しています。特にお子様やペット連れの方は周囲の交通環境に十分配慮して 

 安全確保にご理解、ご協力をお願いします。 

* 走行系コンテンツに参加される方は、フォルクスワーゲン オーナーズクラブ用スペース（オフ会）への駐車はご遠慮下さい。 
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GTI Meeting Japan イベントプログラム 
 

当日、会場で抽選するコンテンツ （下記 3~4） 
 

3. フォルクスワーゲン最新スポーツモデル「体験試乗」 
 「Golf GTI Clubsport」、「Golf R（DSG）」「Golf GTI（DSG）」、「Golf GTE」、「Polo GTI（DSG）」など、 

 最新のフォルクスワーゲン スポーツモデルのハンドルを握って本コースを先導車付きで体験走行して 

 いただきます。 
 * 使用車両は、事前の予告なく変更される場合があります 

 

 抽選方法  当日、会場で随時、抽選会を行います。 

 
 

4. フォルクスワーゲン最新スポーツモデル「サーキットタクシー」 
 「Golf GTI Clubsport」、「Golf GTI（DSG）」、「Golf R（DSG）」、「Golf GTE」、「Polo GTI（DSG）」など、 

 プロドライバーが運転する助手席に同乗してエキサイティングなドライビングテクニックを実際に体験して 

 いただけます。 
 * 使用車両は、事前の予告なく変更される場合があります 

 

 抽選方法  当日、会場で随時、抽選会を行います。 

 
 
 

その他のコンテンツ   （下記 5~12） 
 

5. Golf GTI Clubsport プレスイベント 

 当日、今年発売して人気を博した「Golf GTI Clubsport」にスポットを当て、「GTI」の魅力について、 

 ご紹介するプレゼンテーションを行います。 

 
 

6. 「GTI」デビュー40周年記念トークショー 

多くのVWスポーツモデルファンの記憶に残る「GTI」。1980年代には「POKAL Cup」、2000年代には 

「Lupo GTI Cup Japan」、「Golf GTI Cup Japan」など、多くのレースが開催され、日本中のサーキット 

を賑わせてきました。当日は、実際に「POKAL Cup」に参戦し、いずれもシリーズ優勝の経験がある 

お二方をお招きして、「GTI」の魅力などについて存分に語っていただきます。 

 

         
モータージャーナリスト 中谷明彦 氏 レーシングドライバー 荒 聖治 氏 
 主な戦績（VW 関係） 主な戦績（VW 関係） 

1985年、INTER TEC / VW Golf POKAL Race優勝 1994年 VW Cup Golf 2 Class シリーズチャンピオン 

1986年、1988年の VW Golf POKAL Raceシリーズチャンピオン 2004年 Le Mans 総合優勝 

 
 

7. 最新「Golf GTI」シリーズ デモンストレーション走行 

 記念トークショーの終了後、中谷、荒両氏が「Golf GTI Clubsport」などに乗り込み、レースシーン 

 さながらのバトル走行デモンストレーションを行います。 
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GTI Meeting Japan イベントプログラム 
 

8. ヒストリック「Golf GTI」シリーズ デモンストレーション走行 

 初代「Golf 1 GTI」から最新の「GTI」までが一斉にコースイン。それぞれの時代を共に過ごした VW 

 ファンの憧れを乗せてふたたび疾走する「Golf GTI」各モデルのサウンドと走りをお楽しみください。 

 

      
Golf GTI Cup 2005（美祢サーキット）2013   2013 富士スピードウェイショートコース 

 
 

9. フォルクスワーゲン純正パーツ、アクセサリー、オリジナルグッズ展示即売コーナー 

 開発中の最新アイテム装着車などを展示するほか、「GTI Meeting Japan」にふさわしいオリジナル 

 グッズをはじめとする各種アイテムを特別価格で販売します。 

 
 

10. VR（バーチャルリアリティ）体験コーナー 

 速度無制限、本場、ドイツ アウトバーンさながらの時速 200 キロを超える高速走行や衝突被害軽減 

 ブレーキ、前走車追従走行支援システム（ACC：アダプティブクルーズコントロールシステム）など、 

 通常では体験できないフォルクスワーゲンの優れた高速走行性能、先進安全技術など隠れた実力を 

 モニターとヘッドホンが装着されたオリジナルヘッドセットを着用するだけで体感いただけます。 

 

 
 
 

11. 協賛各社によるエキシビションコーナー 

  「GTI Meeting Japan」にご協力いただいた各社様による最新商品の展示会などを行います。 

  
 

12．フォルクスワーゲン パレードラン 

全プログラム終了後、「サーキット走行」「フォルクスワーゲン オーナーズクラブ向けオフ会」参加者全

員で本コースを 1周記念パレードします。 

 

 参加条件 ：「サーキット走行」「フォルクスワーゲン オーナーズクラブ向けオフ会」参加者全員 


