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ABOUT FUEL FEST

WHERE PASSION MEETS ART

THROUGH CARS & MUSIC
Fuel Fest features top modified, exotic, performance built, and rare cars from all over the world. 

Fans and drivers can enjoy live drifting & drag racing! A portion of the event’s 

proceeds benefit Reach Out Worldwide, the nonprofit founded by Paul Walker

車と音楽を通してパッションに出会う場所
Fuel Festは、世界中のトップモディファイド、エキゾチック、

パフォーマンスビルドやレアな車達を特徴としています。

来場者やドライバー達は、ライブドリフト＆ドラッグレースを楽しむことができます！

イベントの収益の一部は、Paul Walkerによって設立された非営利団体である

Reach Out World Wideに利益をもたらします。



ABOUT FUEL FEST

2022 Schedule



ABOUT FUEL FEST

FUELFEST JAPANの売上の一部は
ROWWへ寄付
Reach Out Worldwide (ROWW) is a 501(c)(3) registered nonprofit founded by Paul Walker.

In January of 2010, after a massive earthquake devastated Haiti, Paul spontaneously organized

a relief team that responded to the disaster. On the trip, Paul saw a gap between the availability

of skilled resources and the requirement for such personnel in post-disaster situations.

Upon returning from Haiti, ROWW was established with the purpose of fulfilling this unmet need.

Reach Out Worldwide (非営利団体)

https://roww.org



2022 OVERALL REPORT

2022 FUELFEST JAPAN

EVENT REPORT

■名称 FUELFEST JAPAN

■会期 2022年8月11日(山の日)

■会場 富士スピード・ウェイ全域

■開催スケジュール

10:00 ~18:00 ( ゲート・オープン4:30 )

■入場料 一般入場券 5,500円(税込)

一般駐車場 2,200円(税込)

■主催 株式会社Kamiwaza-Japan



2022年では日本最大級のCar Festが開催され、来場者数3万3000人を集め、

カーショー・ライブミュージック・ライブドリフト・サーキット走行を実施。

来場者数 ：33,000人 展示車両数 ：2,200台

2022年来場者実績

2022 OVERALL REPORT

21,000人
6,000人

6,000人

来場者数 内訳

一般｜大人

一般｜子供

出展関係者

✔ 一般来場者の約45％は、小さなお子様がいるヤングファミリー

✔ 一般来場者の男女比率は、50 ：50

✔ 関係者含め、大人27,000人、子供6,000人が来場



出展社数やベンダーブース・飲食ブースも出展多数となっており、

2023年度はさらに多くの出展社数も見込んでおります。

2022年出展社実績

出展社数 ：125店

ベンダーブース ：45社

飲食ブース ：40店

2022 OVERALL REPORT



海外・国内ゲストも多数来場

2022 OVERALL REPORT

Cody Walker & Sung Kang, and more



Special Thanks

Special Thanks:   Red Bull Japan

Official Sponsor

2022 OVERALL REPORT



Main Course

2022 OVERALL REPORT

走行会（先導車あり）

FUEL FESTオフィシャル車両を先導に、200台の色々なジャンルのShow carがメイン・サーキットを走行!!

☆ 旧車 ☆ スーパーカー

☆ 映画車両 ☆ アメ車

☆ ポルシェ ☆ FUELFEST JAPAN車両



Main Course

2022 OVERALL REPORT

0～200m ドラッグ・レース (模擬レース)

映画のワン・シーンのようなストリート・ドラッグ・レースをメイン・コース・ストレートで開催!!

☆ ランボルギーニ vs 旧車 ☆ 映画車両 vs アメ車

☆ スープラ vs ポルシェ ☆ フェラーリー vs GT-R 



Main Course

2022 OVERALL REPORT

パレード・ラン

迫力満点の1,000台規模のパレード・ランメイン・コースがShow Carで埋まります!

☆ スーパーカー ☆ 旧車 ☆ 映画車両 ☆ アメ車

☆ スープラ ☆ ポルシェ ☆フェラーリー ☆ FUELFEST車両



WILD SPEED
ICE BREAK

アイスチャージャー

Paddock

2022 OVERALL REPORT

映画ワイルド・スピード劇場車展示

映画で実際に使用された、映画劇場車を展示! 撮影の為に作られた車両の作りをご覧いただけます

WILD SPEED
JET BREAK

GR Supra

WILD SPEED
X3 TOKYO DRIFT

モリモトZ

WILD SPEED
SKY MISSION

プリムス
ロードランナー



Music Stage

2022 OVERALL REPORT

Yellow Bucks Special LIVE



Other

2022 OVERALL REPORT

イベント広場 ドリフトコース パーキング17・19

旧車エリア

アメ車エリア



2023年 企画提案書



2023年 8回開催決定
FUELFESTスケジュール

★ アメリカ合衆国 : フロリダ州
テキサス州
カリフォルニア州
ニュージャージー州
アリゾナ州

★ 日本 : 東京

★ ヨーロッパ : 未定

★ UAE : ドバイ



2023年
8月11日（金・祝）
開催決定‼

FUEL FEST 2023
in TOKYO JAPAN
開催場所: 富士インターナショナル・スピードウェイ



2023 OVERVIEW

2023年度のFUEL FESTは、

より多くのクルマファンが集い・楽しめるイベントとして拡張。

Welcome Party FUEL FEST 2023 After Event

8.10 in FSW HOTEL 8.11 in FSW 8.12 in TOKYO｜仮

✔ MS Museum観覧
✔ ゲスト交流パーティー
✔ ホテル宿泊パッケージ販売

✔ 東京近郊で開催予定
✔ FSWに参加できなかったファンNext Page



2023 OVERVIEW

FUEL FEST SHOW CAR AREA VIP SHOW CAR AREA SPECIAL SHOW CARS

featured in movies

SPONSOR SHOW CAR AREA SPONSOR EXPERIENCE CAR AREA

※上記レイアウトは今後予告なく変更となる場合がございます。



区分 金額 販売枚数

1. 駐車券一体型（普通車） ¥ 33,000 / 1car 6,500 枚

2. 駐車券一体型（二輪車） ¥ 10,000 / 1car 500 枚

3. 駐車券一体型（観光バスなど） ASK / 1bus ASK

4. シャトルバス券一体型（大人/子供） ¥ 10,000 / 1pax 2,000 枚

チケット販売区分

2023 Ticket Sale

目標来場者数

40,000名
（出展者含む）

（2022年実績33,000名）

チケット販売方法

✔ 駐車券・シャトルバス券一体型の入場チケットを販売（入場券のみの販売はなしの予定）

✔ 入場チケットは、WEBサイトで申し込みの上、代金引換郵便で送付

✔ スポンサー（出展者）の出展費用にはそれぞれ所定の入場チケットが含まれます

✔ 別途、スポンサー（出展者）の皆様へは、割引入場チケットをご用意



23年度チケット販売システム

車両チケット販売
● 駐車券のみ販売 1台/1枚 ● 人の入場券を廃止

車両に何人乗車しても、1台/33,000円

入場方法
● 入場時に車両チケットを確認、乗車されている人のチケットは不要 ( 車両定員まで乗車可能)
● 当日券の販売は無い

チケット
区分①

1人1枚の入場券は発行せず、
車1台に対し1枚の入場券を発行。

¥33,000 ¥33,000 ¥10,000

✔ 1台で多人数参加のお客様を費用的に優遇
✔ 入場時に人数分のチケットを確認する工数を削減

［事前スキーム］
✔ オンラインサイトでチケットを購入
✔ 近隣のコンビニなどでチケットを発券

［当日スキーム］
✔ 東ゲート前でチケットを確認（1台1枚）
✔ 東ゲートでチケットをもぎり、駐車券をお渡し
✔ センターミラーに駐車券を掲出
✔ 所定の駐車場へ誘導



23年度チケット販売システム

車両チケット販売
● 駐車券のみ販売 1台/1枚 ● 人の入場券を廃止

車両に何人乗車しても、1台/33,000円

¥33,000 ¥33,000 ¥10,000
¥33,000 ¥33,000 ¥33,000 ¥10,000

入場料 / 1名
駐車代 / 1台

¥33,000

(1人/ 33,000円)

入場料 / 2名
駐車代 / 1台

¥33,000

(1人/ 16,500円)

入場料 / 4名
駐車代 / 1台

¥33,000

(1人/ 8,250円)

入場料 / 5名
駐車代 / 1台

¥33,000

(1人/ 6,600円)

入場料 / 7名
駐車代 / 1台

¥33,000

(1人/ 4,715円)

入場料 / 1名
駐車代 / 1台

¥33,000

(1人/ 33,000円)

入場料 / 2名
駐車代 / 1台

¥33,000

(1人/ 16,500円)

1名 ¥33,000 1名 ¥33,0001名 ¥4,7151名 ¥6,6001名 ¥8,2501名 ¥16,500 1名 ¥16,500



2023 Sponsor Menu

Official Sponsor (Category 1) ¥5,500,000～（税込）

広告枠

FUEL FESTトップページ
リンクバナー設置
※完全データご支給

会場配付パンフレット
広告枠（A4縦サイズ）
※完全データご支給

走行枠

AM走行会 4台以内

0-200レース 4台以内

パレードラン 4台以内

展示枠

Aパドックエリア
展示ブーススペース
展示車両スペース 4台分
12m×9m（2小間）
※スペース貸し

Aパドックピット
車両展示スペース 4台分
※スペース貸し

その他

ステージ枠 30分×2回8/10 ｳｪﾙｶﾑﾊﾟｰﾃｨ招待 30名

8/10 海外ｾﾚﾌﾞご紹介/記念撮影

▼ 駐車券一体型入場チケット 30台分（展示8台除く）

▼ クリスタルルーム 1室占有

▼ VIPラウンジ利用可能（ケータリングなど）

※ その他、ご希望に沿って提供メニューを検討可能

屋外ビジョンCM枠



2023 Sponsor Menu

Official Sponsor (Category 2) ¥1,100,000～（税込）

広告枠

FUEL FESTトップページ
リンクバナー設置
※完全データご支給

会場配付パンフレット
広告枠（A4縦サイズ1/2）
※完全データご支給

走行枠

AM走行会 1台

0-200レース 1台

パレードラン 1台

展示枠

Aパドックエリア
展示ブーススペース
展示車両スペース 2台分
6m×9m（1小間）
※スペース貸し

Aパドックピット
車両展示スペース 1台分
※場所の指定不可

その他

8/10 ｳｪﾙｶﾑﾊﾟｰﾃｨ招待 5名

8/10 海外ｾﾚﾌﾞご紹介/記念撮影

▼ 駐車券一体型入場チケット 5台分（展示3台除く）

▼ クリスタルルーム利用可能（スポンサー共同）

▼ VIPラウンジ利用可能（ケータリングなど）

※ その他、ご希望に沿って提供メニューを検討可能

屋外ビジョンCM枠



2023 Sponsor Menu

SHOW AREA Sponsor
イベント広場

¥4,400,000（税込）

広告枠

FUEL FESTトップページ
リンクバナー設置
※完全データご支給

会場配付パンフレット
広告枠（A4縦サイズ1/4）
※完全データご支給

走行枠/展示枠

AM走行会

0-200レース

パレードラン

その他

独自チケット販売可能
（原価¥22,000/1car）

エリア内独自物販可能
（別途¥22,000/1店舗）

展示 走行会 0-200 ﾊﾟﾚｰﾄﾞ

ｲﾍﾞﾝﾄ広場
Max

400台
30台 30台 80台

P17
Max

200台
20台 30台 40台

P19
Max

200台
20台 30台 40台

Bﾊﾟﾄﾞｯｸ
Max

100台
10台 30台 20台

P17 or P19

¥2,200,000（税込）

Bパドック

¥1,100,000（税込）



2023 Sponsor Menu

DRIVE AREA Sponsor

広告枠

FUEL FESTトップページ
リンクバナー設置
※完全データご支給

会場配付パンフレット
広告枠（A4縦サイズ1/4）
※完全データご支給

貸切スペース その他

独自チケット販売可能
（原価¥22,000/1car）

エリア内独自物販可能
（別途¥22,000/1店舗）

ショートサーキット

¥2,200,000（税込）

マルチパーパスドライビングコース

¥2,200,000（税込）

ショートサーキット マルチパーパス
ドライビングコース
（旧ドリフトコース）



2023 Sponsor Menu

EXHIBITION Sponsor (企業ブース) ¥220,000 / 1小間（税込）

走行枠

0-200レース 1台

パレードラン 2台

展示枠

Aパドックエリア
展示ブーススペース
展示車両スペース 2台分
6m×9m（1小間）
※スペース貸し
※場所の指定不可

その他

▼ 展示車両入場チケット

2台分

▼ サポートカー入場チケット

1台分

※会期中はジムカーナコース

での駐車を予定

広告枠

FUEL FESTサイト内で
エントリーカーを紹介
※申込時に写真データ必須



2023 Sponsor Menu

EXHIBITION Sponsor (VIP SHOW CAR) ¥165,000 / 1小間（税込）

走行枠

AM走行会 1台

パレードラン 1台

展示枠

Aパドックピット
車両展示スペース 1台分
※場所の指定不可

その他

▼ 展示車両入場チケット

1台分

▼ VIPラウンジ利用可能

（ケータリングなど）

▼ オリジナルグッズ

広告枠

FUEL FESTサイト内で
エントリーカーを紹介
※申込時に写真データ必須 限定ステッカー

（イメージ）

限定Tシャツ

（イメージ）



2023 Sponsor Menu

EXHIBITION Sponsor (SHOW CAR)

展示枠（＋先着走行枠）

パレードラン 先着希望500台

その他

▼ 展示車両入場チケット

1台分

▼ オリジナルグッズ

広告枠

FUEL FESTサイト内で
エントリーカーを紹介
※申込時に写真データ必須

限定ステッカーのみ

¥22,000（税込）

限定ステッカー＋Tシャツ

¥30,000（税込）

限定ステッカー

（イメージ）

限定Tシャツ

（イメージ）

▼ 展示場所（選択不可）
・Aパドック
・Cパドック
・P18

※パレードラン参加希望者は
CパドックもしくはP18での
展示となります



2023 Sponsor Menu

Option

海外セレブグリーティング

¥220,000 / 1人（税込）

ウェルカムパーティ招待

¥110,000 / 2人（税込）

関係者限定 追加入場券

¥22,000 / 1台分（税込）

ピットパス

¥3,300 / 1枚（税込）

8/11にVIPルームにて海外セレブ
と2ショット記念撮影ができる
オプション。その場で限定Tシャツ
にサインを行います。

［特典］
▼サイン入り限定Tシャツ
▼ギフトセット

※一般来場者は、別途入場券の
購入が必要です

8/10に富士スピードウェイホテル
で開催されるウェルカムパーティ
に1組2名で参加できるオプション。

［特典］
▼記念品

※ウェルカムパーティでは、
海外セレブとの記念撮影や
サイン会などは行いません

※8/11のイベントに参加する方は
別途入場券の購入が必要です

一般向けに33,000円で販売している
入場チケット（駐車券一体型）を
出展される関係者様限定で
割引販売するオプション。

※一般入場券のため、本券で入場
する車両は一般駐車場までしか
進入できません

※入場時間、導線などは一般来場
者の皆様と同じ扱いとなります

レーシングコースイベント開催中、
ピットにあるプラットフォームで
観覧できるオプション。

［観覧可能コンテンツ］
▼AM走行会
▼パレードラン

※ピットに車両展示をしている
オフィシャルスポンサー、
VIP SHOW CARの出展者は
本パスは不要です



2023 Sponsor Menu

Menu

告知枠 走行枠 展示枠

入場券 その他
金額

（税込み）
募集

枠HPﾘﾝｸ
PGM

走行会 0-200 ﾊﾟﾚｰﾄﾞ ﾋﾟｯﾄ
ﾊﾟﾄﾞｯｸ

ﾌﾞｰｽ
ﾊﾟﾄﾞｯｸ
AC/P18

その他

オフィシャル
スポンサー

カテゴリ1 あり 4台 4台 4台 4台
2小間

12×9m
ー ー 30台

・ｽﾃｰｼﾞ30分×2回
・屋外ﾋﾞｼﾞｮﾝCM
・ｸﾘｽﾀﾙﾙｰﾑ1室
・VIPﾗｳﾝｼﾞ利用可
・海外ｾﾚﾌﾞご紹介
・8/10ﾊﾟｰﾃｨ30名

¥5,500,000～ 1社

カテゴリ2 あり 1台 1台 1台 1台
1小間
6×9m

ー ー 5台

・屋外ﾋﾞｼﾞｮﾝCM
・ｸﾘｽﾀﾙﾙｰﾑ1/2室
・VIPﾗｳﾝｼﾞ利用可
・海外ｾﾚﾌﾞご紹介
・8/10ﾊﾟｰﾃｨ5名

¥1,100,000～ 10社

SHOWエリア
スポンサー

イベント広場 あり 30台 30台 80台 ー ー ー
最大

400台
ー

・ｽﾍﾟｰｽ貸切
・独自ﾁｹｯﾄ販売可
・ｴﾘｱ内物販可

※1店舗¥22,000

¥4,400,000 1社

P17/P19 あり 20台 30台 40台 ー ー ー
最大

200台
ー ¥2,200,000 2社

Bパドック あり 10台 30台 20台 ー ー ー
最大

100台
ー ¥1,100,000 1社

DRIVEエリア
スポンサー

ｼｮｰﾄｺｰｽ あり ー ー ー ー ー ー ー ー ・ｺｰｽ貸切
・独自ﾁｹｯﾄ販売可
・ｴﾘｱ内物販可

※1店舗¥22,000

¥2,200,000 1社

ﾏﾙﾁﾊﾟｰﾊﾟｽ
ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｺｰｽ

あり ー ー ー ー ー ー ー ー ¥2,200,000 1社



Menu

告知枠 走行枠 展示枠

入場券 その他
金額

（税込み）
募集

枠HPﾘﾝｸ
PGM

走行会 0-200 ﾊﾟﾚｰﾄﾞ ﾋﾟｯﾄ
ﾊﾟﾄﾞｯｸ

ﾌﾞｰｽ
ﾊﾟﾄﾞｯｸ
AC/P18

その他

EXHIBITION
スポンサー

企業
ブース出展

HP
車両画像

ー 1台 2台 ー
1小間
6×9m

ー ー 3台分
・展示車両2台
・サポートカー1台

¥220,000 40社

VIP Show Car
HP

車両画像
1台 ー 1台 1台 ー ー ー 1台分

・限定ｽﾃｯｶｰ＆Tｼｬﾂ
・VIPﾗｳﾝｼﾞ利用可

¥165,000 100台

Show car A
HP

車両画像
ー ー

先着
500台

ー ー 1台 ー 1台分 ・限定ステッカー ¥22,000

1000台

Show car B
HP

車両画像
ー ー ー ー 1台 ー 1台分 ・限定ｽﾃｯｶｰ＆Tｼｬﾂ ¥30,000

その他

海外ｾﾚﾌﾞ
ｸﾞﾘｰﾃｨﾝｸﾞ

ー ー ー ー ー ー ー ー ー

・海外ｾﾚﾌﾞと撮影
（＠VIPﾗｳﾝｼﾞ）

・限定Tｼｬﾂｻｲﾝ
・ｷﾞﾌﾄｾｯﾄ

¥220,000
1人当たり

50人

8/10
ﾊﾟｰﾃｨ招待

ー ー ー ー ー ー ー ー ー
・2名
・8/10ﾊﾟｰﾃｨ招待
・記念品

¥110,000
1組2名あたり

30組

関係者追加
入場券

ー ー ー ー ー ー ー ー 1台分
・関係者用駐車場
・積載車含む

¥22,000
1台あたり

先着
200台

PIT PASS ー ー ー ー ー ー ー ー ー
・PIT進入可
・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ進入可

¥3,300
1枚あたり

500人

2023 Sponsor Menu



2023 Sponsor Menu‐NEW-

2022年のスポンサーメニューに加え、一般消費材向けの新規メニューを追加

# 1 2 3 4 5

新
メニュー

サンプリング
スポンサー

タッチ＆トライ
スポンサー

キャンペーン活用
スポンサー

電子タバコ
スポンサー

放映
スポンサー

想定
メニュー

・商品サンプリング
ー入場ゲート
ーシャトルバス
ー駐車場

・パドックブース出展 ・入場チケットの景品化
・海外セレブ枠の景品化

・喫煙所でのブース出展
・喫煙所での商品販売

・イベント会場撮影
・海外セレブ出演
・有料会員向け配信

（LIVE/アーカイブ）
など

＋
・海外セレブへのPR
・関係者への配布

＋
・海外セレブへのPR

想定
営業先

・飲料関連
・お菓子・サプリ関連
など

・家電メーカー関連
など

・自動車販売店
など

・FM、JT
など

・Amazon Prime
など

金額
（税込み）

¥110 / 1個
（下限・上限あり）

¥220,000 / 1小間
¥110,000 / 1期間

＋チケット代×枚数
¥110,000 / 1カ所 ASK



SHOW AREA
DRIVE AREA
スポンサー

Schedule

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

8/11

FUEL
FEST
2023

オフィシャル
スポンサー

・
企業

ブース出展

SHOW
CAR

（VIP/A/B）

一次募集（WEB） 支
払

二次募集（WEB）※1 支
払

出展社
説明会

※2

募集（WEB）
企画
概要
審査

支
払

詳細段取り調整

一次募集（WEB）

二次募集（WEB）※1

代金引換
郵便発送

代金引換
郵便発送

搬入出
手引き

送付

（メール）

※1 一次募集で応募が定数に達した場合は、二次募集は実施しない可能性があります

※2 出展者説明会の日程は応募状況に合わせて5月～6月頃に実施いたします

一般チケット販売



Contact

株式会社Kamiwaza-Japan
代表プロフィール

一樂智也 ( Toshiya Tom Ichiraku) 56歳

アメリカ・カリフォルニア州に11年間在住、1981年より日本のチューニング・パーツをアメリカへ輸入を開始、

その後1989年日本に帰国、貿易を強化、2000年よりスーパーカートを初め、2004年より4輪レースへ参戦、

2004年ポッカ1000kmクラス2位、2005~2008年スーパー耐久フル参戦、2005年ポルシェ・カレラ・カップ・クラス優勝、

2008年十勝24時間クラス優勝、総合4位。健康科学博士として全国で公演もする。

一樂個人 Instagram フォロワー 2万3,000人 YouTube    フォロワー 2万400人

TikTok        フォロワー 4万7,300人 Facebook   1日のアクセス数は10万人

2010年よりRAUH-Welt BEGRIFF (通称 RWB)(ポルシェ・ボディー・チューナー)のインターナショナル・デレクター

として、RWBを世界へデレクション。11年間で47か国、世界350以上のボディー・キットを販売。RWB Facebook,

RWB Home page, RWB Instagramを運営。

RWB     Facebook:  1日のアクセス数は60万人

Instagram: フォロワー 23万1000人



Contact

http://www.fuelfest.jp

主催・企画

株式会社Kamiwaza-Japan

（http://www.kamiwazajapan.co.jp）

担当：一樂 智也 (イチラク トシヤ) 

制作・運営
株式会社テー・オー・ダブリュー

（https://tow.co.jp/）

お問い合わせはこちら

info@fuelfest.jp
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