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 NODA レーシングコンサルタンツ株式会社 

日本人最年少のフォーミュラ・カー レースドライバーＪｕｊｕ（野田樹潤） 

「TOKYO AUTO SALON 2020」 DUNLOPブース ステージトークに出演 

1 月 14 日関東、1月 16 日関西で後援会発足パーティ開催 一般参加も受け付け 
 

「 Juju(じゅじゅ )」こと野田樹潤 (NODA レーシングコンサルタンツ所属  公式 Web サイト 

https://www.juju-driver.com/  フェイスブック https://www.facebook.com/Jujudriverofficial/ )は、

来る 2020 年 1 月 10 日（金）から幕張メッセで開催される「TOKYO AUTO SALON 2020」の DUNLOP ブ

ースで実施されるステージトークに出演します。 

また、欧州・デンマークにおいて開催されている「F4 Danish Championship（デニッシュ F4 チャンピオン

シップ（URL http://www.formel4.dk/ ）」に、2020 年から参戦することを機に Juju を応援するファン

の皆さん有志による「Juju 後援会」（代表者：株式会社デミック・社長 増富 忠義氏）が発足します。1 月

14 日（火）には東京で、同 16 日（木）には兵庫県尼崎で、後援会主催による発足記念パーティが実施され

ます。このパーティは、事前申し込みにより一般の方も参加することができます。 

■「TOKYO AUTO SALON 2020」 DUNLOP ブース ステージトーク 

ステージトークでは、日本人最年少のフォーミュラ・カー レースドライバーJuju（野田樹潤）が、T-POINT 

mikiHOUSE NODA Racing のチーム監督であり父である野田英樹とともに登場します。Juju のモータース

ポーツとの出会いに始まり、これまでのレース活動、2020 年から欧州デンマークで行われる「F4 Danish 

Championship」参戦に向けての抱負などを語ります。「TOKYO AUTO SALON 2020」の一般公開日の 11

日（土）、12 日（日）の両日のそれぞれ午前 1 回、午後 1 回の計 4 回行います。 

また、ダンロップブースには、岡山国際サーキットで開催された FORMURA UNDER17＆SENIOR で Juju

が実際に搭乗した FIA-F4 実車「T-POINT MIKIHOUSE F4」も展示されます。 

【DUNLOP ブース Juju ステージトーク 概要】 

・ステージ 「TOKYO AUTO SALON 2020」DUNLOP ブース 

※DUNLOP ブース展示概要は、住友ゴム工業㈱リリースサイトをご参照ください。 

URL http://www.srigroup.co.jp/newsrelease/2019/index.html  

・会 場 千葉県千葉市・幕張メッセ ホール 4 

・日 時 2020 年 1 月 11 日（金）・12 日（日） TOKYO AUTO SALON 2020 一般公開日 

ステージスケジュールは、今後配信される DUNLOP 公式 Facebook、Twitter ページをご

参照ください。 

・Facebook https://www.facebook.com/dunloptyres.jp  

・Twitter  https://twitter.com/DunlopTyresJp  

※報道関係各位の取材は、TOKYO AUTO SALON 2020 取材申請が必要です。TOKYO AUTO 

SALON 2020 公式サイト（ https://apply.tokyoautosalon.jp/media ）をご参照ください。  
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■Juju 後援会が発足  

かねて発表の通り、Juju は、2020 年、欧州・デンマークにおいて開催されている「F4 Danish Championship

（デニッシュ F4 チャンピオンシップ（URL http://www.formel4.dk/ ）」の全 8 大会 24 戦に出場します。

これに伴い、ファンの皆さん有志による「Juju 後援会」が発足しました。 

これに伴い、同・後援会主催による発足パーティーが開催されます。パーティでは、2020 年 F4 Danish 

Championship に参戦する Juju、野田英樹・チーム監督が出席し、多くの皆さんから激励の言葉をいただく

とともに、Juju を応援いただいている皆さん相互の懇親が図られます。 

このパーティには、一般の方も事前申し込みにより参加することができます。 

【Juju 後援会 発足パーティ 概要】 

・名 称 Juju 後援会 発足パーティ 

・主 催 Juju 後援会 

・日時/会場 ＜関東開催＞ 

日 時 令和２年 1 月 14 日（火）午後 7 時（受付 午後 6 時） 

会 場 TKP 品川カンファレンスセンター 

住 所 東京都港区高輪 3-26-33 京急第 10 ビル 

Tel  03-5793-3571 

交 通 JR 品川駅 高輪口 徒歩 1 分 

URL https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shinagawa/access/  

＜関西開催＞ 

日 時 令和２年 1 月 16 日（木）午後 7 時（受付 午後 6 時） 

会 場 都ホテル尼崎 3 階「鳳凰」 

住 所 兵庫県尼崎市昭和通 2-7-1 

Tel  06-6488-7777 

交 通 JR 尼崎駅 タクシー5 分 

 阪神電車尼崎駅 徒歩 6 分 

URL https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki/areainfo/index.html  

・参加費 1 名 10,000 円 関東・関西開催とも  食事・飲み物 付き 当日受付にて支払 

・申し込み締め切り 令和元年 12 月 26 日（木） 

・問合せ・申し込み Juju 後援会事務局 

所在地 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター7 1-108 ㈱デミック内 

Mail info@juju-fight.com  

電話 078-907-3770 FAX 078-907-3771 

※報道関係各位の取材は、Juju 後援会事務局までお申し込みください。参加費は、不要です。 

 

 

 

 

 

 この件に関するお問い合わせ先 

NODA RACING 広報担当 石川 

e-mail t.ishikawa@noda-racing-academy.org 

Mobile 090-8940-1683 

http://www.formel4.dk/
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shinagawa/access/
https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki/areainfo/index.html
mailto:info@juju-fight.com
mailto:t.ishikawa@noda-racing-academy.org

