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◆本リリースに関するお問い合わせ先(運営先)◆ 

株式会社マジカル 担当：FLEX SHOW AIKAWA Rac ing メディアプロデューサー吉岡 

TEL ： 03-5703-2333  f lex_rac ing@magica ltv.net 
フレックス株式会社 担当：荒 行浩 東京都港区北青山 2-5-8 青山 OM スクエア 6F 

TEL ： 03-3470-0111  FAX ： 3404 -0458      Web ： http://flexnet.co. jp/ 

PRESS RELEASE 

 

       FLEX  SHOW AIKAWA Racing 2016 年 11 月 6 日 

        GAZOORacing ラリーチャレンジ特別戦新城参戦‼ ︎ 
 

俳優哀川翔は、フレックス株式会社（本社：東京都港区	 以下 FLEX）をはじめとしたオフィシ

ャルパートナーの支援のもと GAZOO	 Racing ラリーチャレンジ特別戦新城ラリー(11/6)に参戦し

ます。新城ラリー参加は毎年本人の希望もありましがスケジュールの都合などにより 3年ぶりの

参戦となります。11 月 6 日の開催時には、本年出演している NHK 大河ドラマも、本人の出演(後藤又

兵衛役)含め大詰めですが気力体力とも益々充実して臨みます。	 

参戦車両は、4 月に参戦した Rd.3 木曽を踏襲し、今年から新設されたクラス TOYOTA	 アクア(C-0	 

NHP10)、出場登録車両名 FLEX	 翔 Racing	 アクア。株式会社ハセ・プロ(本社:	 大阪市生野区)の

MAGICAL	 CARBON	 NEO を施したスパルタンのブラックボティに TRD	 RC 認定部品足回りと株式会社

クリムソン(本社:	 大阪市城東区)の HOKUTO	 Racing ホイール、ヨコハマタイヤ、PIAA 製 LED ラ

イトバーなどを装着。	 

カラーリングは、FLEX 特製ラッビング仕様となります。またレーシングスーツはイタリア	 スパ

ルコ社の特製オーダーで哀川翔の象徴でもあるゼブラーカラー。	 

本年度最後のラリー参戦となります。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 公式インフォメーション web	 	 http://www.magicaltv.net/flex_racing/	 

	 

 

 

 

	 

(哀川翔コメント) この度2016 GAZOORacingラリーチャ

レンジ特別戦 新城に参加します。 

念願叶って3年ぶりの新城ラリーに参加できて大変嬉しく

思っています。 GAZOORacingラリーチャレンジを通し

てラリーの楽しさを多くの方に知ってもらいたいと思っ

ています。地元新城の人との交流やラリー参加の皆さんと

お会いすることを楽しみにしております。 

 FLEX SHOW AIKAWA Racingの応援をどうぞよろしく

お願いします。 

多くのラリーファンの方にお会いできるの楽しみにして

います。	 哀川翔  
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チーム概要	 

	 

チーム名	 ：	 FLEX	 SHOW	 AIKAWA	 Racing	 

参加車両	 ：	 TOYOTA	 AQUA(C-0	 NHP100)	 

参加車両登録	 FLEX	 翔	 Racing	 アクア	 

参加クラス	 ：GAZOO	 Racing	 ラリーチャレンジ	 C-0 クラス	 

	 	 	 ドライバー／コ・ドライバー	 ：	 哀川翔／中谷篤	 

車両メンテナンス:	 Agematsu	 Rally	 Team	 /	 K’s	 FACTORY	 

	 	 チームディレクター兼プロデューサー	 ：荒	 行浩(FLEX)	 

	 	 チームマネジメント兼メディアプロデューサー：吉岡	 市雄	 

	 	 特別協力	 :	 新城市観光協会	 新城ラリー支援委員会	 

	 	 公式インフォメーション web	 	 http://www.magicaltv.net/flex_racing/	 

 

オフィシャルパートナー ：	 

フレックス株式会社 FLEX	 /	 株式会社クリムソン	 HOKUTO	 Raicng/株式会社	 ハセ・プロ	 

MAGICAL	 CARBON/	 PIAA 株式会社/株式会社	 高野商運	 TAKANO/	 ART	 Agematsu	 Rally	 Team/	 	 	 

株式会社	 K’s	 FACTORY/	 エンパイヤ自動車株式会社	 SPARCO	 /横浜ゴム株式会社	 /	 	 

有限会社パーソン	 エムリットフィルター/株式会社	 ダブリュ・エフ・エヌ	 SEV	 他	 

	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ドライバー 哀川 翔 1961 年 5 月生まれ 

名実ともに日本を代表する俳優として活躍する。  

2016 年は NHK 大河ドラマ「真田丸」後藤又兵衛役として人気を 

博す。趣味を極める男としても知られ、ゴルフ、バイク、クルマ、 

釣り、アウトドア、昆虫採集などその趣味は多岐にわたる。 映画

出演がきっかけで 08 年から始めたラリー参戦は 9 年目を迎え、 

ラリージャパン、パイクスピークインターナショナルヒルクライム、

全日本ラリー選手権、アジアクロスカントリーラリーなど多くのラリ

ーに参戦。インターナショナル C 級ライセンス(レース除外) 

を保持。2017 年東京オートサロンアンバサダーにも就任予定。 
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 参戦車両 

	 	 FLEX Racing ART アクア	 

TOYOTA AQUA(C-0 NHP100) 

	 

参戦スペック 

	 ・タイヤ/	 YOKOHAMA ADVAN	 A036	 185/60 ︎R15	 185 ︎/60R15	 

	 ・ホイル/	 クリムソン・HOKUTO	 Racing	 15 ︎×6 ︎.0JJ(F)	 15 ︎×6.0 ︎JJ(R)	 

	 ・ライティング/ドライビングランプ：PIAA製LEDライトバー（１０インチ）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ヘッドライト（ハイ＆ロービーム）：PIAA製LEDヘッドライト用バルブ	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ポジションライト：PIAA製LEDポジション用バルブ	 

	 	 	 ・ワイパー/PIAA製	 	 超強力シリコートワイパー	 エアロヴォーグ	 

・	 ボティ/	 ハセ・プロ	 MAGICAL	 CARBON	 NEO	 

・	 他TRD	 RC	 認定部品装着	 

	 	 	 	 FLEX	 SHOW	 AIKAWA	 Racing	 オリジナルラッピング2016Ver.	 

 

参戦大会概要 

大会名称 GAZOO Racing ラリーチャレンジ 特別戦 

開催場所 新城市(新城総合公園) 

大会日程 11 月 6 日 セレモニアルスタート〜SS4〜フィニッシュ 

 

 

公式インフォメーション web	 	 http://www.magicaltv.net/flex_racing/	 

	 


