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5/27-28 “Volkswagen Day 2017”イベントコンテンツ決定 
4つのテーマ、22のコンテンツを用意 

 
 

 最新モデルを含む、約 100台のフォルクスワーゲン各モデルが東京・お台場に集結 

 4つのイベントテーマで最新のフォルクスワーゲンをわかりやすく紹介 

① 先進技術、② 安全、③ デザイン＆ライフスタイル、④ オールカテゴリー 

 
 

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、今月 27 日（土）、28 日（日）の 2 日間、東京・お台場の特設会場で開催する輸入車 

ブランド最大級のカスタマーイベント、“Volkswagen Day 2017“（フォルクスワーゲン デイ 2017）の 

イベントコンテンツを決定し、本日、専用Webサイトを通じて、その内容を公開します。 

 

今年の“Volkswagen Day 2017”では、デビューしたての新型「up!（アップ！）」と 1 月の発売以来、 

大きな注目を集めているコンパクト SUV の新型「Tiguan（ティグアン）」、そして、プラグインハイブリッド 

モデルまでの総勢約 100 台のフォルクスワーゲンをフルラインアップ。さらに、ご来場の皆様には、 

最新のフォルクスワーゲンの魅力をより一層、身近に体感いただけるよう、4 つのテーマ（先進技術、 

安全、デザイン＆ライフスタイル、オールカテゴリー）に分けたコンテンツをご用意。フォルクスワーゲン 

ファン、クルマ好きの方はもちろん、ご家族連れからカップルまで幅広い方々に一日たっぷり最新の 

フォルクスワーゲンを見て、触れて、お楽しみいただける内容になっています。 

 

イベントコンテンツの詳細は、次項以降をご参照ください。 

 

 

【Volkswagen Day 2017 ～ Try! Try! Try! ～ の概要】 
 

開催日時 2017年 5月 27日（土）、28日（日） 2日間  

 開場：9時 00分（プログラムスタート：9時 30分、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提供します） 
 

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 

 *  開催両日ともに会場周辺の道路ならびに公共駐車場は大変混雑が予想されますので、 

  お出かけの際は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/2017/0511/  
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【コンテンツ内容】 

※ コンテンツ及びその内容は、事前の告知無く変更する場合もございます。予めご了承ください。 

※ 試乗、同乗コンテンツなど、スタッフが「安全な運転が困難」と判断した場合には、試乗をお断りする 

 場合がございます。予めご了承ください。 

※ 応募抽選コンテンツの当選結果は、当選者への連絡をもって発表に代えさせていただきます。 

 

 

 

先進技術 

 

1. パワースライド体験             

プロドライバーによる迫力の限界走行を体感。プロドライバー仕様にスペシャルセッティングした 

「Golf R」に同乗。スポーティな走りと日常経験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。 

◇ 体験方法 同乗体験のみ（運転はプロのドライバー、助手席に同乗） 

◇ 参加対象 6歳以上 

 ※ シートベルトが正しく装着可能な方 

 ※ 身長140cm以下、ヘルメットを正しく装着できない方はご乗車不可 

  ※ 体験には誓約書の記入が必要となります 

◇ 体験人数 同乗1名/台 

 

2. スライドチェイサー           

 前方でパワースライド走行する「Golf R」をプロドライバーが運転するフォルクスワーゲンで追従。 

 迫力と緊迫溢れるカーチェイスを同乗体験できる、毎回人気沸騰のスペシャルプログラムです。 

 ◇ 体験方法 同乗体験のみ（運転はプロのドライバー、助手席もしくは後部座席に同乗） 

 ◇ 参加対象 6歳以上 

 ※ シートベルトが正しく装着可能な方 

 ※ 身長140cm以下、ヘルメットを正しく装着できない方はご乗車不可 

  ※ 体験には誓約書の記入が必要となります 

 ◇ 体験人数 同乗4名/台まで 

 

3. Car-Net & Active Info Display体験        

最先端のモバイルオンラインサービス Volkswagen“Car-Net”のさまざまな機能と利用方法や、 

新しいデジタルメータークラスター“Active Info Display”の特徴などをインストラクターが丁寧に 

解説。フォルクスワーゲンの最新テクノロジーを実際に見て、触れて、機能性を体感ください。 

◇ 体験人数 1～3名/回 

 

4. New Tiguan VR体験          

新型「Tiguan」に乗り込み、最先端のヴァーチャルリアリティ（VR）機器を取り付けて、夜の都会を 

ナイトクルージング。新型「Tiguan」の洗練されたデザインと先進技術を疑似体験ください。 

 ◇ 参加対象 14歳以上 

◇ 体験人数 1~2名/回 
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Safety 

 

5. フォルクスワーゲン・ドライビングセミナー         

「普段あまり運転しない」、「運転に自信がない」というドライバーはもちろん、ベテランドライバーも 

参考になる“安全・安心ドライビングテクニック”をインストラクターが分かりやすく丁寧に解説。 

楽しく、安全で快適なフォルクスワーゲン カーライフの実現をサポートします。 

 ◇ 体験方法 助手席にインストラクターが同乗し、解説。 

 ◇ 参加対象 日本国内で有効な普通自動車運転免許取得済みの方 

  ※ 体験には誓約書の記入が必要となります 

 ◇ 体験人数 運転1名、同乗3名/回 

 

6． オールイン・セーフティ体験           

 自動追従走行機能のアダプティブクルーズコントロール“ACC”やブラインドスポットディテクション 

 （後方死角検知機能）など、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” 

 に基づく最新の安全装備を実際に体験ください。 

 ◇ 体験方法 助手席にインストラクターが同乗し、解説。 

 ◇ 参加対象 日本国内で有効な普通自動車運転免許取得済みの方 

 ※ シートベルトが正しく装着可能な方に限る 

              ※ 身長140cm未満の方には、ジュニアシートを提供 

              ※ 体験には誓約書の記入が必要となります 

  ◇ 体験人数 同乗人数は車種により異なります 

 

7． 駐車支援システム体験           

駐車支援システム“パークアシスト”、アラウンドビューカメラ“Area View”、”SurroundEye“などを 

実際に使って、車庫入れに挑戦。苦手な方にも、各機能の便利さを実際に体感いただきます。 

 ◇ 体験方法 助手席にインストラクターが同乗し、解説。 

  ◇ 参加対象 日本国内で有効な普通自動車運転免許取得済みの方 

  ※ 体験には誓約書の記入が必要となります 

  ◇ 体験人数 運転1名、同乗4名 

 

 

 

Design & Lifestyle 

 

8． フォルクスワーゲン・マーケット         

可愛いと評判のフォルクスワーゲン オリジナルグッズをはじめ、今年も毎回、オープン直後から 

 大人気の“ハッピー缶”を販売。さらに、新発売の「GTIベビーカー」も発売記念特別価格で予約 

 受付します。来場の記念にお気に入りのアイテムを見つけてみてください。 

※ ハッピー缶のご購入は、「お一人様1点」とさせていただきます。当日は係員の指示に従って 

ください 

※ ハッピー缶は、各日、先着100名様の限定販売となります。予めご了承ください。 

※ “Volkswagen Owner’s Pass”をお持ちのご来場様には、カウンターで来場記念品を贈呈。 

 

9． ヒストリックGolf PARK          

初代から最新までの歴代「Golf」が勢揃い。1974年の発売以来、フォルクスワーゲン、そして、 

輸入車を代表するモデルとして愛され続けている歴代「Golf」が集結。往年の初代「Golf」から新型 

まで、多くのお客様に愛され続けている「Golf」をご覧ください。 
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10. フォルクスワーゲン・オーナーズミーティング        

フォルクスワーゲン オーナー様向けのオフミ会場として会場の一部をご提供します。会員同士の 

交流の場として活用いただくとともにメインステージとライブ中継で結び、ご来場いただいた方々に 

個性に溢れるフォルクスワーゲン カーライフの一端をご紹介します。 

  ◇ 参加対象 フォルクスワーゲン オーナーさま 

  ◇ 申込条件 事前申込が必要になります。下記URLからお申込みください。 

※ 応募多数の場合、抽選となります。 

※ 当選結果は、当選者への連絡をもって発表に代えさせていただきます。 

  ◇ 申込URL 専用ホームページからお申込みください。 

 

11. 「up! with beats」サウンド体験         

 グローバルオーディオブランド“Beats”と「up!」がコラボレーションした特別限定車「up! with 

 beats」で、人気ラジオ DJ、ピストン西沢氏が、“Beats”サウンドシステム用に特別にセレクトした 

 ミュージックでその素晴らしさを体感ください。  

 

12. フォルクスワーゲン・キッズランド         

人気のキッズコーナーでは、巨大“The Beetle トランポリンバルーンハウス ふあふあ”やボディを 

ラッピングした「The Beetle」をキャンバスに見立てた“お絵描きビートル”を用意。毎年、お子様に 

大人気のコンテンツです。 

 

13. Type 2 カリーヴルスト販売          

昨年大好評だったドイツのファストフード、“カリーヴルスト”を今年も販売します。ドイツ・フォルクス 

ワーゲン本社で年間 300 万食以上食されている“カリーヴルスト”。それと同じ特製のレシピで 

作られる本場の味をご賞味ください。 

※ 品切れの際、補充ができません。予めご了承下さい。 

 

14. Type2 ケータリング バスビレッジ         

いまでも“ワーゲン バス”の愛称で親しまれている「Type 2」のケータリングカーが大集結。お食事 

からお飲み物まで、さまざまなメニューをご用意します。 

※ 品切れの際、補充ができません。予めご了承下さい。 

 

15. フォルクスワーゲン・チルアウトエリア         

たくさんあるプログラムの合間に一休み。のんびり、ゆったり、リラックスしながら“Volkswagen 

Day 2017”をお楽しみいただけるよう、チェアやハンモックなどを揃えたチルアウトエリアをご用意 

しました。 

※ ご利用自由。 
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All Category 

 

16. SNSnapコーナー           

受付で、入場証（無料）、来場記念にもなる“Volkswagen Day 2017”オリジナルフォトカードを 

作成いただきます。 

 

17. オールラインアップ・テストドライブ         

 最新モデルを含めたオールラインナップの中から、お好きなクルマをお選びいただき、全長2kmを 

 超える特設コースをテストドライブ。ご家族で、カップルで、もちろん、お一人様でも気軽にご試乗 

 いただけます。 

 ◇ 体験方法 助手席にインストラクターが同乗し、ご案内致します 

 ◇ 参加対象 日本国内で有効な普通自動車運転免許をお持ちの方 

 ※ シートベルトが正しく装着可能な方に限る 

   ※ 試乗には誓約書の記入が必要となります 

              ※ 身長140cm未満の方には、ジュニアシートを提供 

    ※ 上記以外でもスタッフが安全な運転が困難と判断した場合、試乗をお断り 

  する場合がございます。予めご了承ください。 

 ◇ 体験人数 運転 1名（同乗人数は車種によって異なります） 

 

18. オールラインアップ展示          

フォルクスワーゲン純正パーツ、アクセサリーなどを装着したモデルも展示。特別仕様車も含めた 

フォルクスワーゲンが一堂に会し、最新のオールラインアップモデルを見て、触れて、体感して 

いただけます。 

 

19. キッズマイスター           

フォルクワーゲンのオリジナル“ユニフォーム”を着て、憧れのフォルクスワーゲン メカニックとして 

仕事を体験。修了後には「フォルクスワーゲン・キッズマイスター認定証」が手渡されます。 

 ◇ 開催時間 約 60分（1日 3回開催） 

 ◇ 対象 小学生までのお子様 

 ◇ 定員 1回 10名（定員超過の場合、受付で先着抽選） 

 

20. ボディ構造を学ぼう           

滅多に目にすることのない本物の「Golf」のホワイトボディ（フレーム）を使い、ボディ構造を分かり 

やすく解説。フォルクスワーゲンの最先端テクノロジーと優れた安全性を紹介します。 

 

21. メインステージ           

J-WAVEの人気DJ、ピストン西沢さんをメイン司会に、スペシャルゲストとのトークショーや各会場 

との生中継レポート、新型モデルの紹介などを行います。今回のステージは、フォルクスワーゲン 

グループであるスカニア社製の全長約18メートルの巨大フルトレーラーを使用します。 

 

22. スカニアトレーラー・コクピット体験         

昨年、「Volkswagen Try! Try! Try! キャラバン」で全国の会場で話題になったフォルクスワーゲン 

グループのスカニア社製フルトレーラー「R410」のトレーラヘッドのコックピットに乗車可能。 

普段体験できない視線の高い運転席から“Volkswagen Day”の会場をご覧ください。 


