2016.3.15

NAPAC NEWS

Vol.89
NAPAC は 8 月 2 日
「オートパーツの日」の
認知拡大に取り組んでいます

第 2 回 NAPAC FESTA in 富士
を開催
3 月 13 日／富士スピードウェイ

走行会は 1 時間枠・約 50 台

当振興会 ASEA 事業部の主催による週末のサーキットワン

サーキット走行

デーイベント「第 2 回 NAPAC FESTA in 富士」が 3 月 13

会は目標の 50 台

日、富士スピードウェイで開催されました。

には届きませんで

今回も会員社のエンドレスアドバンス主催「第 4 回エンド
レスサーキットミーティング」との併催となりました。
NAPAC FESTA は、恒例の「NAPAC 走行会」
（現在 20

したが、それでも
休日イベントの効
果なのか初めて

回開催）の参加者から寄せられ

サーキットを走る

た週末のサーキット走行会開催

ユーザーが複数参

に応える他、新しい参加者層を

加し、当初の目的

開拓することを目的に開催して

は概ね達成したも

いるものです。

のと思われます。

第 2 回目となる今回は、サー

なお当日はドラ

キット走行（1 時間枠・約 50

ミや完熟走行の先

台）
、A パドックにおけるブー
ス展示・即売（一部）に加え、
ジムカーナコースでの「パーツ

柳田真孝選手（写真右）と人見隆作理事（写真左）によるコー
ス & フラッグ説明

導走行でご協力頂
ドラミの冒頭で挨拶する高瀬嶺生
ASEA 事業部部会長

& デモカー体感会（同乗体感会）
」と、イベントのフィナーレ

いた柳田真孝選手
に改めて御礼申し
上げます。

を飾る「パレードラン」
（有料）という新しい企画を実施し、
イベントとしての魅力アップに努めました。

当日はドライコンディションでの走行が可能に

出展 7 社による「パーツ & デモカー
体感会」を初開催
今回の NAPAC FESTA では、パー

直に体感して

ツ展示・即売（一部）ゾーンの出展社

もらうことで、パーツアップグレード

の中で、参加 7 社のデモカーによる

の魅力を伝えることが目的です。エン

「パーツ & デモカー体感会」と銘打っ

ドレスアドバンス社の好意によりジム

た同乗体感企画を実施しました。

カーナコースでの同乗となりました。

この企画は、スポーティングパーツ

なお、当日はパーツ & デモカー体

を装着した車両への同乗（助手席 or

感会がきっかけでパーツの即売につな

後席）により、そのパフォーマンスを

がったケースもありました。
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パーツ展示・即売（一部）ゾーンに会員 16 社が出展
A パドックに設けられたパーツ展示・即売（一部）ゾーン
には、会員のアサヒライズ FET 事業部、エイチ・ピー ･ アイ、
エンケイ、エンドレスアドバンス、オクヤマ、小倉クラッチ、

ジャパン、東名パワード、トラスト、藤壺技研工業、ブリッ
ツ、ブリッド、ワークが出展しました。
また併催イベント「エンドレス・サーキットミーティング」

キャロッセ、ケミテック、ジャパン三陽、シンボリウォーカー

から 4 社（1 社はコーヒーショップ）が出展しました。
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サーキット走行初心者等を対象とし
たパレードランを初開催
今回はサーキット走行初心者等に

待した参加者数には達しませんでし

手軽にレーシングコース走行を体験

たが、走行車の多くがパレードラン

してもらうべく、有料によるパレー

のみの参加ということで、サーキッ

ドランを初開催しました。

ト走行の裾野を拡大する上で今後に

モータースポーツ委員会として期

期待したいと思います。
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2016 モータースポーツファン感謝
デーに会員 11 社が出展
3 月 12 日〜 13 日／鈴鹿サーキット

3 月 12 日〜 13 日の 2 日間にわたり鈴鹿サーキッ

見せました。

トで開催された「2016 モータースポーツファン感

グランプリスクエア内に設けられた出展ゾーンに

謝デー」に会員 11 社並びにブリヂストンリテール

は、エイチ・ピー ･ アイ、M-TEC、エンケイ、小倉クラッ

ジャパン㈱の親会社が出展しました。

チ、オーゼットジャパン、ディクセル、PIAA、ブリッ

なお、会期 2 日間の来場者数は 44,000 人となり

ド、レイズ、横浜ゴム、ワークが出展し、最新のカス
タマイズパーツやデモカーを展示しました。

ました。
本イベントは本格的なモータースポーツ開幕前の

当振興会事務局は NAPAC FESTA と日程が重な

ファン感謝祭で、スーパーフォーミュラのテストラン

り出展出来ませんでしたが、モビリティランド様に頂

や、星野一義氏、中嶋悟氏、関谷正徳氏等のレジェン

いたエアーサインポップを設置し、会の PR に務めま

ドドライバーのデモラン等多くの企画で盛り上がりを

した。
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ブリヂストン
協力：ブリッド（株） 様
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