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ＦＫＳの活動理念
チーム発足への想い

震災から10年が経った今、本当に復興をしたといえるでしょうか。福島イノベーショ
ンコースト構想をはじめ、官民一体となり復興に力を注いできました。しかしながら
人口減少ペースは全国のペースより上回り、観光施設への入れ込み数は震災前の水準
に未だ達していない状況が続いています。まさに見えない敵との闘いの10年ともいえ
ました。そして、2019年からの未知のウィルス、コロナウィルスとの闘い、新しい生
活様式への移行へと余儀なくされています。そこで、福島県を自分たちの好きな自動
車で盛り上げたいと思い、モータースポーツチームを立ち上げました。モータース
ポーツを通して、挑戦する前向きな気持ちを持てる人材を育成していき、福島を全国
に向けて発信、ひいては世界に向けて発信できるようなチームへとしていきます。福
島県初のモータースポーツチームを県民一体となり福島県を盛り上げます。



株式会社 ＦＫＳ
３つの CORE VALUES

福島県を代表するモータースポーツチー
ムを作り、福島県から世界に通用する
モータースポーツ従事者を輩出する

モータースポーツ活動を通じて福島県
全体の地域活性化をする
地域人材を男女共に活用し、雇用や産
業を生み出し、地域のリーダーとなる

私達は福島県にモータースポーツの楽しさ、素晴らしさを伝えます。
私達は夢を追い続け、夢を追う人を応援します。
私達は日々成長・挑戦し、結果に責任を持ちます。

Our mission Our vision

Our values

・東日本大震災で落ち込みのあった福島を盛り上げたいと思っています。
・チーム福島と称し、福島県を代表するレーシングチームになります。
・未来ある若手を世界に通用する様に育成します。
・世界に通用するモータースポーツ従事者を育て、福島をモータースポーツ特区にします。

・5年以内に国内最高峰のスーパーGTへチーム福島として参戦する。
・ドライバー、メカニック、レースクイーンなどのスタッフを福島県で育成環境を作り
国内外で活躍できる人材を育成する。

・モータースポーツ従事者の活躍出来る環境を作る。
・福島に所縁のある企業スポンサーを得て、福島の魅力ある企業を国内外にPRする



レースチーム作り

•各レース参戦

•ファンクラブ結成

•育成プログラム確立

•イベント開催

地域貢献

•利益ある成長へ

•サーキット施設の充実

•ファンと地域の融合

•企業とのタイアップ商品

•企業との共同開発

グローバルで活躍し、地域に

存在感のある会社

•トップチームでの活躍

•グランプリビレッジ構想

•福島から世界へ

•各育成後の人材のマネジメント

•ステークスホルダーへの還元

2022～2024年度

2025～2027年度

2030年までに達成したい姿

ＦＫＳロードマップ



チーム福島プロジェクト

レース活動構想

育成構想

 CSR構想 地域貢献構想

スポンサーシップスタイル



福島県初
モータースポーツチーム始動

モータースポーツをもっと
身近に

地域密着型チームを目指します。

スーパーGT

スーパー耐久

ドリフト

D1

FDJ

JAFスピード競技
ダートトライアル
ジムカーナ

カート

FKSの活動内容

・レース参戦
・育成プログラム
・ファンクラブ運営
・イベント開催



2022年チーム活動内容

スーパーGT

スーパー耐久

ドリフト

D1

FDJ

JAFスピード競技
ダートトライアル
ジムカーナ

カート

スーパー耐久・FDJ・D1・JAF日本ダートトライアル
トップドライバーを加入し参戦

各カテゴリ―に参戦しながら若手と女性ドライバーを帯同
し参戦させながら育成

FKS活動初年度として、レースチームの形作りを
最重要項目に



2022年各カテゴリチーム構成

スーパー耐久２０２２ フォーミラD

車両 日産フェアレディＺ３４※ 日産フェアレディＺ３４※

ドライバー 松田 次生（NISMO）

塩津 佑介
三浦 愛
久保 凜太郎

末永 直登

メンテナンス 岡部自動車
代表 長島 正明
（福島県郡山市出身）

チームオレンジ

監督 鈴木 宏和 熊久保 信重

D1グランプリ 全日本ダートトライアル

車両 日産フェアレディＺ３４※ トヨタGR８６
トヨタ８６AT

ドライバー 未定 竹本 幸広
寺田 みつき

メンテナンス チームオレンジ チームオレンジ

監督 熊久保 信重 熊久保 信重



2022年 監督紹介

鈴木 宏和 監督 （スーパー耐久）

略歴

’04～‘07 ニッサンマーチカップシリーズチャンピオン

’08 スーパー耐久富士スピードウェイクラス優勝

‘18 ポルシェカレラカップジャパン ジェントルマンクラスチャンピオン

‘19 スーパー耐久 ST-4 シリーズ 3位

‘21 スーパー耐久 ST-Zシリーズ5位

ドリフト

チームオレンジショードライバー

フェラーリドリフト

スーパーカードリフト

略歴

2006・2012D1GPシリーズチャンピオン

ワイルドスピード３ スタントドライバー

世界中にドリフトを広めた等ドリフト界の第一人者

熊久保 信重 監督兼任ドライバー
（ドリフト ダートトライアル）



2022年 各ドライバー紹介

松田 次生
スーパー耐久

略歴

2014年 - SUPER GT・GT500クラス（NISMO #23 MOTUL AUTECH GT-R／GT-R 
NR20A）（シリーズチャンピオン・2勝）

2015年 - SUPER GT・GT500クラス（NISMO #1 MOTUL AUTECH GT-R／GT-R NR20A）
（シリーズチャンピオン・2勝）

2016年 - SUPER GT・GT500クラス（NISMO #1 MOTUL AUTECH GT-R／GT-R NR20A）
（シリーズ3位・2勝）

2017年 - SUPER GT・GT500クラス（NISMO #23 MOTUL AUTECH GT-R／GT-R 
NR20A）（シリーズ2位・1勝）

2018年 - SUPER GT・GT500クラス（NISMO #23 MOTUL AUTECH GT-R／GT-R 
NR20A）（シリーズ8位・1勝）

•2019年 - SUPER GT・GT500クラス（NISMO #23 MOTUL AUTECH GT-R／GT-
RNR20A）（シリーズ3位）

2020年 - SUPER GT・GT500クラス（NISMO #23 MOTUL AUTECH GT-R／GT-R 
NR20B）（シリーズ6位・2勝）

2021年 - SUPER GT・GT500クラス（NISMO #23 MOTUL AUTECH GT-R／GT-R 
NR4S21）（シリーズ9位・1勝）

塩津 佑介
スーパー耐久

略歴

2016年 JAF全日本カート選手権FS125クラス Rd.4 優勝

2017年 JAF全日本カート選手権FS125クラス Rd.1 優勝

2018年 FIA-F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP フル参戦

2019年 FIA-F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP フル参戦

2020年 スーパー耐久 ST-Zクラス（GT4） フル参戦



三浦 愛
スーパー耐久

2022年 各ドライバー紹介

久保 凜太郎
スーパー耐久

略歴
2001年 カートレース初参戦 デビューウィン

2004年 ROTAX MAX JAPAN Juniorクラス ２位

2005年 ROTAX MAX JAPAN Seniorクラス ２位

2007年 ROTAX MAX JAPAN ヨーロッパ選手権参戦

2009年 FIAソーラーカーレース 優勝

2015年 全日本F3選手権 Nクラス ２位

2017年 全日本F3選手権 Cクラス ８位

2020年 KYOJO CUP チャンピオン 文部科学大臣賞受賞

FCR-VITA チャンピオン

2021年 FormulaRegionalJapan ２位
スーパー耐久シリーズ ST-Zクラス ８位

略歴
2013年 S-FJ もてぎシリーズ チャンピオン
2014年 全日本F3選手権Nクラス ランキング2位

86/BRZレース 3位表彰台
2015年 PCCJ ランキング3位 1勝

86/BRZレース スバルチームより参戦
TRD RALLY 新城大会 3位

2016年 SUPERGT GT300デビュー
86/BRZレース 2位表彰台獲得

2017年 SUPERGT GT300 3位表彰台獲得
86/BRZレース参戦

2018年 SUPERGT GT300参戦 予選3位（SUGO大会）
86/BRZレース参戦

2019年 スーパー耐久 ST-4クラス参戦 1勝
86/BRZレース参戦
全日本ラリー選手権参戦 4位 サミー賞獲得

2020年 スーパー耐久 ST-4クラスシリーズ チャンピオン獲得
86/BRZレースプロフェッショナルクラスシリーズ チャンピオン獲得

2021年 スーパー耐久 ST-Zクラス参戦 4回ポール獲得 最終戦優勝
（GRスープラGT4 国内初優勝）
86/BRZレース参戦



2022年 各ドライバー紹介

末永 直登
フォーミュラD

略歴

D1GP 参戦中過去６勝

2008年 D1SLシリーズ チャンピオン

世界中のプロドリフトドライバーを教えるプロド
リフト講師



2022年 各ドライバー紹介

竹本 幸弘
ダートトライアル

略歴

2019年 全日本ダートトライアル選手権 PN3クラスチャンピオン
過去１１勝

寺田 みつき
ダートトライアル

略歴

全日本ダートトライアルでは非常にまれな女性ドライバー

2021年 シーズンから全日本に参戦し、開幕戦で３位表彰台
2021年 全日本ダートトライアルシリーズ４位



開催スケジュール

TEST：2／23（水・祝） 富士スピードウェイ
Rd.1：3／19（土）、20（日） 鈴鹿サーキット（5Hレース）
TEST：5月平日にて調整中 富士スピードウェイ
Rd.2：6／3（金）〜5（日） 富士スピードウェイ（24Hレース）
Rd.3：7／9（土）、10（日） スポーツランドSUGO（3H×2レース）
Rd.4：7／30（土）、31（日） オートポリス（5Hレース）
Rd.5：9／3（土）、4（日） モビリティリゾートもてぎ（5Hレース）
Rd.6：10／15（土）、16（日） 岡山国際サーキット（3H×2レース）
Rd.7：11／26（土）、27（日） 鈴鹿サーキット（5Hレース）

2022年 各カテゴリ参戦スケジュール
●スーパー耐久

開催スケジュール

第1戦 4月24日(日) 富士スピードウェイ 静岡県

第2戦&第3戦 6月11日(土)12日(日) 奥伊吹モーターパーク 滋賀県

第4戦&第5戦 8月20日(土)21日(日) エビスサーキット 西コース 福島県

第6戦&第7戦 10月22日(土)23日(日) オートポリス 大分県

第8戦&第9戦 11月19日(土)20日(日) TBN TBN

●D1グランプリ

開催スケジュール

RD1 4月22日(金) 23日(土) 24日(日) 鈴鹿ツインサーキット

RD2 6月17日(金) 18日(土) 19日(日) エビスサーキット西コース

RD3 7月29日(金) 30日(土) 31日(日)     スポーツランドSUGO

RD4 9月 2日(金)   3日(土)   4日(日)    グランスノー 特設ストリート

RD5 10月 7日(金)  8日(土)   9日(日)     岡山国際サーキット

●フォーミュラドリフトジャパン

開催スケジュール

第1戦 3月19日 (土) 20日(日) 京都コスモパーク
第2戦 4月 9日 (土) 10日(日) スピードパーク恋の浦
第3戦 4月23日 (土) 24日(日) 丸和オートランド那須
第4戦 5月28日 (土) 29日(日) オートスポーツランドスナガワ
第5戦 6月18日 (土) 19日(日) サーキットパーク切谷内
第6戦 9月 3日 (土)   4日(日) オートパーク今庄
第7戦 10月 1日 (土)   2日(日) テクニックステージタカタ

●全日本ダートトライアル選手権



２０２１年 報告

2021年 フォーミュラd最終戦
優勝

スーパー耐久 最終戦岡山
優勝
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育成構想

FKS nurturing

FKSはドライバー、メカニック、レースクイーンを育成す
るとともに、はばたける貴重な人財へと成長させます。



育成プログラム

レースに帯同し、レースへの
取組み方、ドライビングテク
ニックを学び、実戦参加

第２ステージ
（候補生・参戦ドライバー）

レース経験豊富なアドバイザーによる助言

レース経験のある
ドライバーをアド
バイザーへ登用

シミュレーターやサーキッ
ト場でのトレーニング
実際のレースで出れるよう
なドライバーに育成

第１ステージ（候補生） ドライバー
として活躍

育成プログラム終了後
マネジメントサポート

継続サポート
世界への排出サポート

ドライバー



育成プログラム

レースに帯同し技術指導
カリキュラム作成

事前座学・実戦応用学
FKSメカニックとして育成

チームメンテナンスガレージ
にて育成

FKSメカニック
として活躍

メカニック

メカニック 及び
メカニックサポート

福島県内で
一般公募

専門学校への募集
新卒採用
中途採用

育成プログラム終了後

各レーシングチーム派遣
ディーラーへの排出

世界の舞台への派遣サポート
経験豊富なメンテナンスからの教育、

実戦による現場感覚を養う



育成プログラム

レースクイーン

チーム
現役レースクイーン

採用

兼任アドバイザー
就任

一般公募による
レースクイーン採用

・チームの顔として
・福島県のPR大使として
・スポンサー広告塔として

広告塔としての育成

・レース補助
・取材対応
・モデル活動

レースクイーンとしての育成

レースクイーン
として活躍

育成プログラム終了後

各レーシングチーム派遣
一般常識も兼ね備え各企業への

広告塔としての派遣
マネジメント契約

アドバイザーによる助言・育成
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CSR構想 地域貢献構想

車を楽しむ為には、毎日安全で安心して過ごせる車社会の存在が欠かせません。
FKSでは地域社会の平和と安全に貢献するような活動を積極的に取り組んでいきます。

●安全運転講習会

プロドライバーによる講習会
実車を乗りながらの安全運転
アドバイス

親子安全運転講習会
子供向け安全講習会

●子どもカート教室

子ども達がカートとふれあえる教室
乗り物で遊べる教室の開催



CSR構想 地域貢献構想

まちづくり

官民一体となり
県民の皆様と共に新たなまちの形を作っ
ていきます

地域財としてあるサーキット場の活用

マイカーサーキット走行 新型車両試乗会

レーシングカー試乗

様々なイベントを開催し、地域行政、各企業とコラボレーション



CSR構想 地域貢献構想

県民とともに

ファンクラブ設立
地元企業コラボで
ファンクラブグッズ開発・販売
福島県とともにマーチャンダイジング
を模索

実際のレース観戦やパブリックビューイング
を通し、市民にモータースポーツを身近に

会場で募金活動やグッズの収益金を寄付で還元



女性ドライバー、メカニックの環境整備
に積極的に取り組んでいきます。
課題や悩みを共有し共に成長できる場を
提供していきます。
また、レースクイーンを育てる環境を整
え地域からの採用をしていき、活躍でき
る場を創出していきます。

なりたくてもなれる環境がなかった方々
へ働ける環境を用意します。
夢のままだけでなく、働く年数の制限を
なくしたり、仕事として長く携わってい
けるよう収益を確保していきます。

レースをする上で大切になってくるマシ
ン、そこにも技術革新が求められます。
地元福島との企業と共に技術の開発にあ
たる基盤を整備していきます。

県内初の市民チームとして、行政、
パートナー企業、地域すべての皆様と共
に活動してSDGs達成に向け活動し、一緒
に地域の課題解決にチャレンジしていき
ます。
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ＦＫＳスポンサーシップ スタイル

FKS

スポンサー ファン・地域住民

FKSではスポンサーシップを事
業の基幹と考え、スポンサー
とファンと共に事業を形成し
て参ります。

スポンサーとファン
スポンサーとFKS

ファンとFKS

双方向サービスの充実



ＦＫＳスポンサーシップ スタイル
スポンサーの主な権利

広告露出権

権利概要
選手ユニフォーム・車両
レース会場等に広告を掲載

広告掲出

FKSスタイルとしてSNSを活用し、
動画配信サービスでの広告掲載

プロモーション権

権利の概要
会場内や会場周辺で独自のプロモーショ
ンスペースの設置

会場内外でPR・販売可能

FKSスタイルとして地域飲食店・小
売業者とスポンサーとの融合を模索



ＦＫＳスポンサーシップ スタイル
スポンサーの主な権利

優先参加権・優先購入権

権利の概要
自社エクゼクティブクラス・来賓等の
招待観戦機会の提供、会場内特設ホス
ピタリティスペースの利用やイベント
公式行事への参加機会を提供
チケットの事前優先購入・販売促進に
利用する権利

FKSスタイルとしてスポンサーへ広
く現場を知って頂く環境を用意

冠命名権

権利の概要
イベント開催時にスポンサー企業名や
商品名をつける権利

FKSスタイルとして子供向けイベン
ト・ファン感謝祭等で使用

○○レース体験会

○○ ミニレース 優先チケット



チームの今後

これからの
目指すステージ

FKSスタイル
スポンサー

ドライバー メカニック
レースクイーン

ファン

1つのチームになって

スーパーGTへ挑戦

福島とともに

From Fukushima
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運営担当熊久保 重信
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