
《主な協賛内容》

■SUPER GT

〈GT500クラス〉

チーム：LEXUS TEAM au TOM'S

車両：36号車  au TOM'S LC500 （中嶋 一貴 選手 ／ 関口 雄飛 選手）

※画像は、3月24～25日 公式テスト時のものです

チーム：LEXUS TEAM SARD
車両：39号車  DENSO KOBELCO SARD LC500 （ヘイキ・コバライネン 選手 ／ 小林 可夢偉 選手）

※画像は、3月17～18日 公式テスト時のものです
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News Release

　株式会社タクティー

「 2018年 ジェームス モータースポーツ スポンサー体制 」 のお知らせ

　カー用品とカーメンテナンスの専門店「ジェームス」をフランチャイズ展開する、株式会社タクティー（本社：名古屋市、代表

取締役社長：新井範彦）は、トヨタグループの一員として、クルマファン作りの推進のため、2018年度もモータースポーツへの

スポンサー活動を実施いたします。

　国内最高峰レースである 『SUPER GT』 参戦チームの他、米国で最大級の人気を誇るレース『NASCAR』参戦チームや、

初心者でも気軽に参加できる入門ラリー『TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジ』への協賛を継続いたします。

　また、TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジには、弊社の社員チームも2014年度より参戦を開始し、2017年度は

2台のラリーカーを新規製作いたしました。2018年度もこの2台で継続参戦し、モータースポーツを盛り上げて参ります。



チーム：LEXUS TEAM WedsSport BANDOH

車両：19号車  WedsSport ADVAN LC500 （国本 雄資 選手 ／ 山下 健太 選手）

※画像は、3月24～25日 公式テスト時のものです

〈GT300クラス〉

チーム：K-tunes Racing LM corsa

車両：96号車  K-tunes RC F GT3 （新田 守男 選手 ／ 中山 雄一 選手）

※画像は、3月24～25日 公式テスト時のものです

チーム：apr

車両：30号車  TOYOTA PRIUS apr GT （永井 宏明 選手 ／ 佐々木 孝太 選手）

※画像は、3月24～25日 公式テスト時のものです



■SUPER FORMULA

チーム：VANTELIN TEAM TOM'S

車両：36号車  TBN （中嶋 一貴 選手）

車両：37号車  TBN （ジェームス・ロシター 選手）

※画像は、3月28日 公式テストの時のものです

チーム：P.MU/CERUMO･INGING

車両：1号車  TBN （石浦 宏明 選手）

車両：2号車  TBN （国本 雄資 選手）

※画像は、2017年のものです

■FORMULA 3

チーム：カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S

車両：36号車  カローラ中京 TEAM TOM'S F31# （坪井 翔 選手）

車両：37号車  カローラ中京 TEAM TOM'S F31# （宮田 莉朋 選手）



■NASCAR（米国）

〈NASCAR Camping World Truck Series〉

チーム：Hattori Racing Enterprises

車両：16号車  AISIN Group TOYOTA TUNDRA （ブレット・モフィット 選手）

※画像は、2月24日 第2戦の時のものです

■レースクイーンユニット

「ジェームス ガレージガールズ」

GT500クラス 『LEXUS TEAM TOM'S』 のレースクイーンとして活動してまいります。

SUPER GT会場でのステージPRの他、ジェームス店頭イベント等への出演を予定しております。

　恵里花 澤井 玲未

　(Erika) (Remi Sawai)

　1993年11月17日生 1997年9月22日生

　165cm 170cm

　80/59/82 78/56/83

【経歴】 【経歴】

・2017 ジェームス ガレージガールズ ・2017 ジェームス ガレージガールズ

　(SUPER GT　GT500 #36 au TOM'S) 　(SUPER GT　GT500 #37 KeePer TOM'S)

・林先生の驚く初耳学 再現VTR出演 ・2017 F/W CECIL McBEE webモデル

・2016 ポルシェカレラカップジャパン イメージガール ・2017 YAMAHAマリンクラブ Sea-style 撮影モデル

・ASIA FASHION AWARD 2016 出演 ・2017 ミス･ユニバース東京大会 セミファイナリスト

・『fabulous』WEBカタログモデル



■TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジ（TGRラリー）

公式ホームページはこちら → https://toyotagazooracing.com/jp/rallychallenge/

※画像は、2017年シーズンのものです

〈2018年 年間スケジュール〉 ★印は参戦予定（☆印は保有ポイントにより参戦可否が決定）

Round 開催日 シリーズ

第1戦  3月25日 安芸高田 広島県 西 カップ戦

★ 第2戦  4月22日 八ヶ岳 茅野 長野県 東 オリジナル戦

★ 第3戦  5月27日 恐竜 勝山 福井県 西 オリジナル戦

★ 第4戦  6月24日 渋川 群馬県 東 オリジナル戦

第5戦  7月15日 弘前 青森県 東 カップ戦

第6戦  7月29日 石狩 北海道 東 カップ戦

第7戦  8月26日 丹後半島 京都府 西 カップ戦

第8戦  9月 9日 唐津 佐賀県 西 カップ戦

★ 第9戦  9月23日 福島 福島県 東 オリジナル戦

★ 第10戦 10月21日 高岡 万葉 富山県 西 カップ戦

☆ 第11戦 11月 4日 新城 愛知県 東・西 全日本ラリー同日開催

☆ 第12戦 11月18日 富士山 すその 静岡県 特別戦 オリジナル戦

株式会社 タクティー

開催場所 開催形態

マーケティング部 企画室 ／ 吹原

TEL:052-541-1406　　FAX:052-541-1228

〒540-0002 名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー

タクティー ホームページ：http://www.tacti.co.jp/

ジェームス ホームページ：https://www.jms-car.com/

■ 報道関係各位からのお問い合わせ先

http://www.tacti.co.jp/
https://www.jms-car.com/

