創造する。
クルマのミライ

KOBE Fashion Mart 1F Atrium
www.jegt.jp
eスポーツとモータースポーツによる
新たなレースカテゴリー

【 主 催 】JeGT実行委員会／TEL.０７８ｰ８５７ｰ０６７７

【 Twitter 】＠JegtP

【 後 援 】神戸市、兵庫県eスポーツ連合、六甲アイランド地域振興会 【 Instagram 】jegt̲grand̲prix

【協賛】

公式SNSアカウント開設！
最新情報はこちらでご確認を！

【協力】

【 公式HP 】

出場チーム紹介

NISSAN×TRUST Racing×１ｓBD

D station Racing

RFCレーシング

1's Battle Dogs

HKS
（有志チーム）

ODDEYE Gaming

RAYS e-Racing Team

ヴィンテージV12×大村製作所

WEB CARTOP

web option

URAS GAME ONCHI with DUNLOP

BLITZ Racing Project

各チームの詳 細 情 報は
公 式 HPにてご確 認 下さい！

ONE MORE TEAM!!
スペシャルチーム参戦予定！
5FIVEX TIRES RACING TEAM

最新情報は公式HPを御覧ください！

総合実況・解説・司会進行
鈴木

総合実況

学

通称"マナP"。元レーシングドライバー。
その経 験を活かしドリフト大 会の審 査員と
しても20年以上のキャリアを持つ。
D 1 - G P においては' 0 1 〜 ' 0 6までは
MC兼審査員。その後は現在にいたるまで
メインMCを務める。またその中で数々のド
リフト用 語を生み出し、的 確な解 説をもこ
なす。自動 車イベントなどでのＭＣ、ラジオ
パーソナリティにクルマ雑誌等の評論など
多岐にわたり活躍。

内海

解

説

彰乃

兵庫県出身のD1-GP現役選
手。昨年度D1-GP最終戦優勝、
一昨年中国ラウンド最終ラウンド
優勝などの輝かしい成績を残し
ており、現在の2019シリーズで
は7位につけている。
ドリフト大会の審査員を務める
ことも多く
「トークもイケる神戸の
暴れん坊」
として、今回初開催と
なるJeGTを盛り上げる。

林

司会進行

哲也

主にスポーツMCとして活動
中！テニスでは実況、
サッカーでも
番組に実況にとスポーツの仕事
が増え、
イニエスタ選手やビジャ
選手のウェルカムイベントの司
会も務めた。
最近はウイニングイレブン兵
庫県代表決定戦のMCなど、e
スポーツの司会や実況へも幅を
広げている。

ごあいさつ
若者のクルマ離れ解消とeスポーツ業界の発展を目指して
JeGT
（Japan electronic sports Grand Touring）
は、
モータースポーツとeスポーツのコラボによる
「新しいレースカテゴリ―」
です。
双方には明確な利点と課題があります。モータースポーツは現在も高い人気と集客力を誇りますが、
開催地はサーキット場等の遠隔地に限られ
るため新規ファンの獲得が課題であり、結果クルマ業界は
「若者のクルマ離れ」
に直面しています。一方のeスポーツはそんな若者世代を中心
に近年注目を集め、
どんな会場でも開催できるというメリットがありますが、
現在の日本市場はまだまだ世界に遠く及ばず、
発展途上の段階です。
そこで私たちは、双方がコラボした
「プロレーサー・プロゲーマーがレーシングゲームを使って本気で競い合う大会」
を企画しました。eスポーツ
の利点である 身近な会場 で、普段なかなかお目にかかれないプロのドライビングテクニックや珍しいレースカーを見ることができます。
そして、リ
アルとゲームの親和性が高い のもモータースポーツの特徴です。
レーシングゲームで技術を磨いた人が、実車のプロドライバーになったケース
も存在します。数あるレースカテゴリーで普段は別々の戦場を走るチームが、JeGTでは同じ土俵に立ってその速さを競います。
クルマ好きの方にも、
そうでない方にも、
クルマの魅力を改めて感じていただくと同時に、eスポーツの楽しさも知ってもらい、両業界が共に発
展していく―。
それが私たちの願いです。

JeGT実行委員会

同時開催イベント
スペシャルトークショー

NISSAN GT-R 特別車両展示＆試乗会

会場：アトリウムプラザ
（ステージイベント）

会場：アトリウムプラザ、屋外会場
GT-R 50周年記念車

GT-R NISMO 2020年モデル
NISSAN GT-R 統括責任者 田村 宏志氏

プロレーサー 池島 実紅氏

NISSAN GT-R 、
フェアレディZの統括責任者である田村宏志氏によ
る
「NISSAN GT-RとJeGT」
や、
プロレーサー・池島実紅氏による
「プロ
※各トークショーのタイトルは変更と
なる場合があ
ります。
レーサーが思うeスポーツ」
な
ど、大会の幕間を縫ってステージ上で多彩
なトークショーを実施します。

会場：アトリウムプラザ

試乗会は要事前申込となっております。
お申込み方法は、公式HP
（www.jegt.jp）
をご参照ください。
※「GT-R NISMO 2020年モデル」、
「GT-R 50周年記念車」
は試乗できません。

※各トークショーのタイトルは変更となる場合があります。

出場チーム・協賛社PRブース ＆
デモカー展示

国産スーパースポーツカーの代名詞とも言える
「NISSAN GT-R」。
今回は日産自動車株式会社の協力のもと、
「GT-R NISMO 2020年
モデル」
と
「GT-R 50周年記念車」の２台を会場内に特別展示に加
え、六甲アイランド内での試乗会を実施します。

グランツーリスモＳＰＯＲＴ
試遊台コーナー

ぷよぷよプロゲーマーに挑戦！
会場：アトリウムプラザ
（ステージイベント）

会場：アトリウムプラザ

一般来場者の方とぷよぷよプロゲーマー「せたな
当レースの使用タイトルでもある「グランツーリス

ぎ」のeスポーツ対決企画。見事プロに勝利できれ

カー等の展示やPRブースの出展をしていただき、

モＳＰＯＲＴ」の試 遊 台を来 場 者 様 向けに設 置

ば、賞品を進呈します。

会場をさらに盛り上げます。

し、
どなたでも体験できるeスポーツコーナーとして

レース会場では、各出場チームや協賛社にレース

展開します。

※せたなぎプロにはハンデをつけて戦っていただきます。
※イベント当日、
会場内の方から希望者を募って実施します。

タイムテーブル
開場

１５：１５

プレゼント争奪じゃんけん大会

１０：００

オープニング

１６：１５

決勝戦

１０：４５

トークショー「プロレーサーとeスポーツ」

１７：１５

表彰式・エンディング

１１：３０

予選（上位6チームが決勝進出）

１３：１５

ぷよぷよプロゲーマーに挑戦！

１３：４５

ルーザーズ（上位2チームが決勝進出）

１４：３０

トークショー「NISSAN GT-RとJeGT」

９：3０

使用ソフト
PlayStation ® 4用ソフトウェア

「グランツーリスモＳＰＯＲＴ」
© 2017 Sony Interactive Entertainment Inc.
Developed by Polyphony Digital Inc."Gran Turismo"
logos are registered trademarks or trademarks of
Sony Interactive Entertainment Inc.
※「PlayStation」
は
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

フォーミュラカー展示

キッズメカニック体験

会場：アトリウムプラザ

会場：屋外会場

大会会場内の横浜ゴム株式会社ブースにて、昨年まで現役で活躍し
ていたフォーミュラカーを展示します。

お子様向けの企画として様々なイベントで大人気の、
タイヤやホイール
交換などができるメカニック体験を行います。

運営協力：
（株）
トラスト

展示車両：SUPER FORMULA SF14
2018年シーズンまで5年間にわたり国内トップフォーミュラで実際に
疾走してきたマシン。横浜ゴムは2016年シーズンから同シリーズのコ
ントロールタイヤとしてタイヤを供給しています。
タイヤ：ADVAN A005 タイヤサイズ Front：250/620R13 Rear：360/620R13

キッズメカニック体験は要事前申込となっております。
お申込み方法は、公式HP
（www.jegt.jp）
をご参照ください。

レーシングカー搭乗体験

ふわふわ遊具コーナー

プレゼント争奪じゃんけん大会

会場：アトリウムプラザ

会場：屋外会場

会場：アトリウムプラザ
（ステージイベント）

みんな集まれ！！

じゃんけん大会！！

今大会のエントラント
「RFCレーシング」
が今も実際
に使用しているレーシングカー(CIVIC TCR)のコッ

子どもたちに大人気のふわふわ遊具が登場。
クル

今大会のエントラント、協賛企業等からご提供いた

クピット搭乗体験を行います。
（小学生以下限定）

マのイベントであるJeGTに合わせて、巨大な「サ

だいた各賞品争奪のじゃんけん大会を行います。

ファリカー」
が神戸ファッションマートの正面玄関で

参加無料、
どなたでもご参加頂けます。

搭乗体験実施時間

１回目 １０
：
４５〜１１
：
１５ ２回目 １４
：
３０〜１５：
１５
※希望者多数の場合は予定時間より前に受付を終了する場合あり

お出迎えします。

実 施 時 間 ／１５：１５〜

