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デモンストレーションランスペシャルステージ（JSR／全日本）

スペシャルステージ（ヒストリック）

※スケジュールはラリーの進行状況に応じて変更となる場合があります。

イベントタイムスケジュール

6月8日
時刻 イベント 場所

8:13〜 SS1 サミーSSS 1 サミーSSS

9:30〜 デモンストレーションラン① サミーSSS

12:30〜 デモンストレーションラン② サミーSSS

17:40〜 SS10 サミーSSS 2 サミーSSS

17:45〜 フレキシサービスB サービスパーク

6月9日
時刻 イベント 場所

9:00〜 デモンストレーションラン③ サミーSSS

10:09〜 SS13 大前須坂グラベル 1 大前須坂

10:19〜 サービスD サービスパーク

11:31〜 SS3 大前須坂グラベル 1 大前須坂

11:32〜 SS14 サミーSSS 3 サミーSSS

11:41〜 サービスD サービスパーク

12:54〜 SS4 サミーSSS 3 サミーSSS

13:30〜 デモンストレーションラン④ サミーSSS

15:31〜 SS17 大前須坂グラベル 2 大前須坂

16:34〜 サービスE サービスパーク

17:00〜 SS7 大前須坂グラベル 2 大前須坂

17:14〜 セレモニーフィニッシュ サミーSSS

土 日

　６月８日、９日の両日とも、サミーSSSのコース
を利用したデモラン＆体験同乗走行が行われます。今
大会の目玉は、初登場の“ドリフトTAXI”!　後席に
もバケットシートを装着した特別仕様のマシンを、タ
クシードライバー風のレーシングスーツに身を包んだ
TeamOangeの熊久保信重選手／末永直登選手が華麗
に操ります。加えて全日本ダートトライアル選手権、

全日本ジムカーナ選
手権、箱Ｄ選手権か
らトップクラスの選
手が集結しますので
ぜひご参加ください。

　６月８日はスポーツランド信州
でもデモンストレーションラン＆
体験同乗走行を実施します。実施
時間はSS3（9:39〜）の終了後、
11:00〜13:30を予定しています。
走行車両はランサーエボリューシ
ョンを筆頭に５台が登場予定です。
ステアリングを握るるのは、いず
れも名うてのドライバーたち。ハイレベルな全日本選手権で戦う彼らは迫力あ
る走りを見せてくれることは間違いありません。
　つい先ほどまでラリーカーが走っていたコースを助手席から体感することが
できる貴重な機会ですので、ぜひご参加ください。

　ラリーパークつま恋に隣接したサービ
スパークでは、車両の修復やセッティン
グ変更が行われます（８日の日中は峰の
原リモートサービス→p.19となるため
ご注意ください）。作業の様子を間近で
見学できますが、車両の往来には十分ご
注意ください。また、９日の17:30頃か
らはラリーのセレモニーフィニッシュが
行われます。２日間にわたる戦いを終え
た選手たちをあたたかく迎えましょう。

デモンストレーションランも充実
新企画のドリフトTAXIも登場！

スポーツランド信州でも
デモラン＆体験同乗を実施！

メカニックたちの手腕を堪能できるサービスパークや
ラリーの最後を飾るセレモニーフィニッシュにも注目

デモランドライバー一覧
●ドリフトTAXI
熊久保信重 トヨタ・マークⅡ 土日
末永直登 トヨタ・チェイサー 土日
●全日本ダートトライアル選手権
谷田川敏幸 スバルWRX STI 土日
奥村直樹 トヨタ・セリカ 日
竹本幸広 トヨタ86 土日
●全日本ジムカーナ選手権
河本晃一 日産フェアレディZニスモ 土日
阪本芳司 スズキ・スイフトターボ 土日
小林圭司 ホンダ・シビックターボ 日
●箱D選手権
山梨俊二 トヨタ・AE86カローラレビン 土日
川上完 日産310サニー 土日
栗本利也 トヨタ・KP61スターレット 土日
※参加ドライバーや車両は変更される可能性があります。

デモランドライバー一覧
●全日本ダートトライアル選手権
山本康徳 三菱ランサーエボリューション
熊川嘉則 三菱ランサーエボリューション
小山健一 ホンダ・シビック
佐藤秀昭 スバルBRZ
上原秀明 マツダ・デミオ
※参加ドライバーや車両は変更される可能性があります。
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CUSCO 株式会社キャロッセ

オリジナルパーツ満載のデモカー展示や
チューニングパーツ販売など盛りだくさん

TOYOTA GAZOO Racing トヨタ自動車株式会社

最新車両のGR Supraが展示されるほか
TGR応援フラッグなども配布
　TOYOTA GAZOO Racingのブースでは、先日発表されたばかり
のGR Supraが展示されます。“２シーターFRスポーツカー”ならで
はの低くワイドに構えたスタイリングや、タイヤの存在を強調する、
曲線を活かしたグラマラスなボディラインは一見の価値ありです。ク
ルマ好きにとっては心踊る１台と言えるでしょう。
　また、ラリーパークのブースやギャラリー用SSでは、TOYOTA 
GAZOO Racing応援フラッグの配布も予定されています。

応援フラッグも忘れずに
ゲットしましょう（上写
真は昨年の様子）。最新車
種のGR Supra（左写真）
は必見。仕様やカラーリ
ングは写真と異なる場合
があります。
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パルコールつま恋ラリーパーク拡大図

シェイクダウン
8日 17:30 START
サミーSSS

のリバースで実施

サミーSSS
LEG1  9日
SSS 2 

LEG2   10日
SSS 11/15

お得で便利な駐車場のご案内
150 台限定 観戦用プレミアムパーキングパス
9,10 日の両日有効なパーキングパスです。
スポーツランド信州・峰の原 SS 観戦エリアへの駐車も可能。
料金 1台  10,000 円（前売限定）
当日 12,000 円（前売りが 150 台に達した場合当日販売は行いません）
お申込みは、モントレーWEB サイトの観戦用プレミアムパーキングパス
申込ページよりお申込み下さい。（マイクロバスや大型車はお申込みできません）
特典：   公式プログラム乗車人数分・専用クレデンシャル乗車人数分をパルコール会場入り口にてお渡しします。
　　　　9日開催スポーツランド信州 SS の特別駐車エリアに無料で駐車可能。（観戦料 1名 2000 円は現地にて別途支払い下さい）
  お申込みいただいた方には、６月４日頃までにプレミアムパーキングまで入場可能な通行証
をお送りします。プレミアムパーキング入口で、係り員より上記特典商品をお受取りください。
※ 二輪車でお越しの方は本パスは利用できません。日帰り駐車場に止めてシャトルバスを利用しお越しください。

パルコールつま恋ラリーパーク観戦情報  （JSR/ 全日本の予定）
   8 日(金)　17:30 ～ 19:30　シェイクダウン (各車 3ﾄﾗｲ予定）
　　　　　 （ﾊﾟﾙｺｰﾙSSS の逆走で競技車が試験走行します）
   9 日(土)　08:00 ～                セレモニアルスタート
　　　　　　   9:00 ～ 10:00　SSS２　走行
10 日(日)　   9:15 ～ 10:15　SSS11 　走行
　　　　　  13:08 ～ 14:10     SSS15     走行
                        15:45 ～                セレモニアルフィニッシュ
※上記他、日本アルペンラリーヒストリックが数回サミー SSS を走行します。
　走行スケジュールはヒストリックラリーアイテナリーを確認下さい。
※ラリーパークでは上記 SS 観戦他デモランやトークショーを実施します。
※上記スケジュールはアイテナリー変更により大きく変わることがあります。　
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様々な競技に参戦して培ったノウハウやデータをストリートパーツに落とし込む
キャロッセ。その高い信頼性と性能は、多くのファンを惹きつけてやみません。

　クスコブースでは、各種チューニングパーツやモータースポーツ用
品の展示と販売を実施予定。毎年、実際に競技に参加する選手や関係
者からも熱い注目を集めています。また、ボディ補強パーツやスポー
ツサスペンションなど、様々なCUSCOパーツを装備した最新のデモ
カーも展示されます。
　さらにブースでは、スポーツパーツやマシンセッティングについて
の相談などもでき、ラリーファンのみならず、チューニングカーファ
ンにとっても楽しめる内容となっています。

１デイ第１駐車場

バラギ高原
スキー場

１デイ第２駐車場

１デイ第３駐車場

観客導入路（約500m）

シャトルバス乗降場

プレミアムパーキング
専用駐車場

関係者
駐車場
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パーク

ラリー
パーク

パルコール嬬恋
リゾートホテル

観客導入路１（約400m）

観客導入路２（約900m）

東海大学
グラウンド

東海大学
医療センター

シャトルバス乗降場

シャトルバス通行路

１デイ駐車場
●料金：3000円

（１日１台。公式プログラム１冊付き）
●パルコールつま恋ラリーパーク
で観戦される方向けの駐車場です。
８日（土） 7:00オープン
９日（日） 7:00オープン

無料シャトルバス
１デイ駐車場とラリーパークの移動にはシャトルバスが便利です。

シャトルバス運行時間
●１デイ駐車場
８日（土）8:00〜19:00　９日（日）8:00〜18:00 運行予定

 ……徒歩動線
 ……シャトルバス動線
 ……観戦エリア
 ……SS

場内は道が荒れている場所も多く、この時期は雨の心配もあるため
歩きやすい服装のほか、防寒具や雨具などを用意しておきましょう

パルコールつま恋ラリーパーク全体図

Sammy サミー株式会社

“謎解きラリー”がモントレーに登場！
謎を解いてオリジナルガチャガチャに挑戦
　Sammyブースでは、新城ラリーで登場し好評を博した“謎解きラ
リー”を実施予定です。ラリーのように様々なポイントを巡って与え
られた質問に答え、脱出のカギとなるものを探しましょう。問題は全
部で６つ用意されており、スタートはSammyブース。全問正解し、
最後の宝箱から見事ガチャガチャのコインをゲットできた人は、ガチ
ャガチャに挑戦でき景品をゲットできます。
　また、コインはサミーチャレンジ（スロット抽選機）やスマートボ
ールでもゲット可能。参加賞も必ずもらえ、いずれも無料でチャレン
ジできるので、ラリー観戦の合間を楽しく過ごせます。

謎解きラリーの問題にはなかなか手
強い難問も（写真は新城ラリーの様
子）。ご家族で協力して全問正解を目
指しましょう。

SUBARUはラリーパークに最新車種を
展示するほか、エンジニアによるトー
クショーなども予定されています。

SUBARU 株式会社SUBARU

最新車種の展示やグッズの販売
サービスパーク見学ツアーを実施

　SUBARUでは、最新車種の展示やSUBARU応援フラッグの配布、
ラリーパークに設けられたブースでのグッズ販売などを実施予定です。
この機会に、フォレスターなどSUBARUの最新車種に触れてみては
いかがでしょうか。
　また、６月９日にはラリー観戦の魅力を来場者に感じてもらえるよ
う、エンジニアなどによるサービスパークの見学ツアーやトークショ
ーを実施する予定です。トークショーなどではSUBARUのクルマづ
くりに対する哲学を感じられることでしょう。


