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開催趣旨 

ドリフト RC カーも実車同様に日本発のモータースポーツとして世界に発信されていますが、その楽しさはオリジナル

マシンの製作から独自のチューニング、魅せる走り等、様々な楽しみ方があるのがドリフトならではの特長です。しか

し、自由度が高いことが逆に車輌規格、審査基準など明確さを欠く原因ともなり、伸び悩みの状況に至っているものと

考えています。 

私達は車輌規格や審査基準等を明確にし、審査員講習会はじめライセンスの発行を行い、まずは日本全国統一ルールを

確立させながら、全世界に統一ルールとして広めて行く構想をもっております。ドリフト RC が国内はもとより全世界

で今まで以上に盛んになっていくような活動をしていきたいと思います。 

競技委員会の名称から競技の開催を目的として結成された会と思われがちですが、結成主旨はドリフト RC の普及活動

です。その一環として全日本選手権や国際競技会を開催し、車輌規格、審査基準の浸透およびドリフト RC のステータ

ス向上を図って参ります。 

                  

伊藤 篤 (Atsushi Ito)                広坂 正美 (Masami Hirosaka) 

 

大会概要（更新 2018.02.28） 

 大会名 2018 IFMAR R/C ドリフト ワールドカップ 

 日時  2018 年 4 月 20 日（金）～22 日（日） 

 運営  全日本 RC ドリフト競技委員会 (R.C.D.C.) 

 後援  IFMAR (International Federation Model Auto Racing) http://www.ifmar.org/ , 

FEMCA (Far East Model Car Association) http://www.femca-rc.com/ 

 協力クラブ    谷田部アリーナ 

 サーキット    谷田部アリーナ ドリフト グランプリ トラック（特設カーペット路面） 

 

http://www.ifmar.org/
http://www.femca-rc.com/
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協力クラブ 

谷田部アリーナ 

ホームページ: http://www.yatabearena.com/ 

代表:            鈴木浩 (Hiroshi Suzuki) 

住所:           〒305-0863 茨城県つくば市緑が丘 4385-2 

大会公式 ホームページ 

ホームページ:   http://rcdc-jp.com/  メール: info@rcdc-jp.com 

大会運営 

R.C.D.C. (全日本 RC ドリフト競技委員会) 

ホームページ:  http://rcdc-jp.com/ 

住所: 〒224-0025 神奈川県都筑区早渕 1-31-2 

運営組織委員 

伊藤 篤 / Atsushi Ito 大会委員長 R.C.D.C. 

広坂 正美 / Masami Hirosaka 競技委員長 R.C.D.C. 

小俣 智春 / Chiharu Omata 競技副委員長 R.C.D.C. 

大会役員 

Jeff Parker 大会監査 IFMAR 

滝沢 泰男/ Yasuo Takizawa 大会監査 FEMCA 

渡邊 崇之 / Takayuki Watanabe 実況 R.C.D.C. 

星宮 了 / Satoru Hoshimiya 審判 R.C.D.C. 

Michel van den Hoogenband 審判 D1-10 

深田 真弘 / Tadahiro Fukada 審判 R.C.D.C. 

James Shimpson 審判 R.C.D.C. 

Stanley Shek 審判 R.C.D.C. 

橋本 洋平 / Youhei Hashimoto 副審 R.C.D.C. 

餘目 隆幸 / Takayuki Amarime  副審 R.C.D.C. 

中村 貴史 / Takashi Nakamura 計測 R.C.D.C. 

内山 英夫 / Hideo Uchiyama 計測 R.C.D.C. 

吉岡 大輔 / Daisuke Yoshioka 計測 R.C.D.C. 

森田 祥恵 / Sachie Morita 車検 R.C.D.C. 

 

http://www.yatabearena.com/
http://rcdc-jp.com/
mailto:info@rcdc-jp.com
http://rcdc-jp.com/
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会 場 

 

谷田部アリーナは、インドアのドリフト、オンロードとオフロードを備えた RC カー専用の施設で、つくば市内にあり

ます。同場所は高速道路のインターより車で約 3 分のところにあります。 

つくば市は、日本の首都となる東京都から北へ約50キロ、

新東京国際空港（成田空港）より約40キロの位置にあり、

面積は 28,000 ヘクタール、人口は約 200,000 人が暮ら

しています。 

 

つくば市の北側には、標高 877m のつくば山があります。 

つくば（筑波）山は、富士山と対比して「西に富士、東に

筑波」と称される。特に茨城県の県西地方からの眺めが美

しく、連日多くの観光客で賑わっています。 

 (http://www.tsukubainfo.jp/jp/) 

海外選手向け案内（車での移動の際について） 

When using a car with a navigation system to reach 

Yatabe Arena, please set the destination to 36°00’ 

44.70” N, 140°05’07.33” E (JDG). The car navigation 

system will consider the traffic conditions to lead you 

on the most optimal journey. 

 

Japan uses left-hand traffic which the same as the U.K. 

and Australia. Participants from countries which use 

right-hand traffic should exercise caution when driving.  

If you’re involved in a traffic accident, call “110”, the emergency response number in Japan.   

 

所在地 

〒305-0863 

茨城県つくば市 

緑が丘 4385-2 

ＴＥＬ 029-836-0914 

メール info@yatabearena.com 

H P http://www.yatabearena.com/ 

http://www.tsukubainfo.jp/jp/
mailto:info@yatabearena.com
http://www.yatabearena.com/
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サーキットと会場施設 

 

RC 愛好家の皆さんへ！ 

谷田部アリーナのスタッフは、皆さんのご来場の際に 100 パーセントお楽しみいただけること

を目指しています。私達に出来る改善点やご意見などがありましたら、遠慮なくスタッフの誰か

にお伝えください。 

私達が最も嬉しく感じる事は、ご来場の方よりお褒めの言葉をいただくことです。そのために精

一杯のサポートをさせていただきます。 

私達は世界一の RC 施設をご提供します。谷田部アリーナでの体験が、あなたの RC ライフの中

で最高の思い出になってくれれば幸いです。 

皆さんの期待以上のものをご提供出来るよう挑戦していきます！  



2018 IFMAR 1:10 ELECTRIC R/C DRIFT WORLD CUP  [ UPDATE: 2018.04.17 ] 

            6 

 

施設案内図 

 

 総敷地面積は 14,850 ㎡（約 160,000 sq. ft.）。参考：東京ドームのグランド部分の面積（13,000 ㎡）。 

 駐車スペースは約 230 台分を常設で完備し、それ以上が必要な場合には臨時駐車場もあり。 

 サーキットは、ドリフト用が 2 面、オンロード用が 1 面、オフロード用が 1 面あり。  

 全てのサーキットは全天候型で、どの様な天候時でもレースや練習走行が可能。 

 

センタービル内： 

 谷田部アリーナ ピットショップ。大型で RC パーツの在庫も豊富なので車が壊れても安心です。 

 2 階のカフェには、飲み物や軽食のサービスがあります。 

 RC サーキット以外に、ご家族や付き添いの方、お子さん達がくつろぎ、楽しめる場所もあります。 

    

 
 オンロード グランプリ トラック  ドリフト グランプリ トラック   オフロード グランプリ トラック 
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『世界から来場される方々に対し、心より歓迎致します！』 

谷田部アリーナで、『2018 IFMAR Drift World Cup』が開催されることは誠に名誉で光栄なことです。私達の使命は、

ドリフト競技の未来を明るいものにするため、来場される皆さまに対し、居心地の良い空間を作り、イコールでフェア

なコンディションで競技が行えるようサポートすることです。          谷田部アリーナ 鈴木浩 所長 

 

  
FEMCA Ｒ/Ｃドリフト アジア選手権 2016 より. 

  

ドリフト スポーツ トラック  パーツ ショップ  

 

カフェ ＆ レストラン  

 

 トイレ  

  

 

 ウッド デッキ  

 

 

 キッズ エリア  

 

 

 第一駐車場  

 

 

         第二駐車場（他にもあります） 鈴木浩 (所長) 
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ワールドカップ会期中の会場案内 (更新：2018.02.28) 

  
 

   
 

   
  

 

ピットエリア 

 on  

ミーティング ルーム  

 on  

リラックス スペース  

 on  

 

サーキットは、カーペット路面になります。  
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大会スケジュール  

スケジュールは暫定です。参加人数や都合により変更する場合があります。. 

 4 月 13 日（金） サーキット閉鎖 競技用サーキットにレイアウト変更 

 4 月 14 日(土)～ 

4 月 15 日（日）  

09:00 to 19:00 

 

通常営業（自由練習） 

 4 月 16 日（月）～ 

4 月 18 日（水） 

11:00 to 20:00 通常営業（自由練習） 

 4 月 19 日（木） 11:00 to 17:00 通常営業（自由練習） 

1 日目 4 月 20 日（金） 08:00 to 09:00 開門・受付 

09:00 to 09:30 ドライバーズミーティング 

09:30 to 17:30 AWD & RWD クラス 公式練習 

11:30 to 12:00 ドライバーズ ミーティング 

15:00 to 15:30 ドライバーズ ミーティング 

19:00 閉門 

2 日目 4 月 21 日（土） 08:00 to 09:00 開門・受付 

08:20 to 09:00 開会式・ドライバーズ ミーティング・記念撮影 

09:00 to 09:30 AWD クラス 公式練習（土曜日から参加の選手のみ) 

09:30 to 10:00 RWD クラス 公式練習（土曜日から参加の選手のみ） 

10:00 to 10:30 AWD クラス 公式練習 

10:45 to 12:50 AWD クラス 予選 2 本 

13:10 to 14:00 RWD クラス 公式練習 

14:10 to 17:50 RWD クラス 予選 2 本 

19:00 閉門 

3 日目 4 月 22 日（日） 08:00 to 09:00 開門・受付 

08:10 to 08:20 ドライバーズ ミーティング（日曜日から参加の選手のみ） 

08:30 to 08:50 AWD クラス 公式練習（日曜日から参加の選手のみ） 

08:50 to 09:00 RWD クラス 公式練習（日曜日から参加の選手のみ） 

09:00 to 09:50 AWD クラス 予選 1 本 

10:10 to 13:50 RWD クラス 予選 1 本 

12:10 to 12:40 ドライバーズ ミーティング 追走ファイナル 16 

13:00 to 14:30 AWD クラス 追走ファイナル 16 

14:40 to 16:10 RWD クラス 追走ファイナル 16 

16:30 to 17:10 表彰式 

18:00 閉門 
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エントリー方法 (更新：2018.02.28) 

オンライン エントリーのみにて受付します。国内選手は、2017 年度に 18 ヵ所で行った R.C.D.C.地区予

選での各クラスの上位 3 名と、R.C.D.C. 全日本ドリフト選手権 2017 での各クラスの上位 24 名、そして

3 月 18 日と 3 月 25 日開催の特別予選会での各クラスの上位 24 名（予選会詳細：

http://rcdc-jp.com/schedule.html）が参加可能です。海外選手は、AWD クラス 50 名、RWD クラ

ス 50 名に達した時点で締切となります。 

尚、今大会に限っての特別規定として、2017 年度の『R.C.D.C. 全日本 R/C ドリフト選手権 2017』で

のスポンサー各社には、【AWD クラス 1 名、RWD クラス 1 名】の参加枠が与えられ、スポンサーからの

推薦がある場合に限り、参加権利を持っていない選手が参加することが出来ます。 

 

エントリー開始日は、2 月 26 日 AM11:30 からとなります。 

オンラインエントリー リンクアドレス：http://entry.mtabe.com/RCDC/ 

エントリー費は 1 クラスに付き 12,000 円となります（支給タイヤ込み）。エントリー費の支払いについて

は、国内選手は事前振り込みとなり、海外選手は当日会場受付での支払いとなります。  

ルール 

R.C.D.C. の競技規定に準じます：http://rcdc-jp.com/regulation.html 

海外選手向け案内（プロポについて）TRANSMITTERS (Approved Frequencies) 

1. All radio-controlling devices shall only use the frequencies permitted in this country.  

2. Use of 2.4GHz frequency band is permitted (Devices approved by the Japan Radio Control Safety Association only). 

We must observe Japanese radio law which is governed by the Japanese Ministry of Internal Affairs and Communications when we use any kind 

of radio equipment. This Japanese law is not for protective trade for Japanese products, but for preventing interference and disturbance of 

wireless communications and for effective use of radio wave as a rare and a limited resource. Similar to the case with Japan, other countries may 

have similar regulation for using radio waves. This can be demonstrated by the frequency band list that is shown in the results of R/C car 

championship tournaments. The 2.4GHz band is not an exclusive band for hobby R/C use. The 2.4GHz band is categorized as ISM (Industry, 

Science and Medical) band and many other devices such as microwave ovens, medical equipment, amateur radio communication and Wi-Fi use 

this frequency band. Thus, to avoid unnecessary interference and illegal use of radio waves in Japan, all radio products must obey Japanese 

technical standard and regulation. Similarly to the narrow band, each country may have unique regulations for using the 2.4GHz band. Thus, we 

must follow regulations, rules and laws of each country when we export our products to foreign countries and vice versa. We must obtain TELEC 

approval, the technical standard for radio products in Japan, when we import any radio products from oversea countries.  

Therefore, to avoid unnecessary problems, every radio products supplier must realize that they cannot sell any radio equipment without TELEC 

approval. 

IMPORTANT NOTE: To comply with Japanese Radio Frequency law please DO NOT use radio products without TELEC approval during this 

event. 

http://rcdc-jp.com/schedule.html
http://entry.mtabe.com/RCDC/
http://rcdc-jp.com/regulation.html
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スポンサー (更新：2018.02.08) 

スポンサーの詳細については、次のメールアドレスへお問い合わせください。個人スポンサーも募集中！  

info@rcdc-jp.com /担当：広坂 

 

海外選手用向け案内（コンセントについて）：Electricity 

Electricity supplies in the venue are 100V AC (50Hz) 

Power outlets are available in the pit tables for charging purposes only. Participants must provide their own power 

cords, and transformers and/or plug adapters if required. 

LiPo safety bags must be used while charging LiPo batteries. 

        

ケータリング 

谷田部アリーナご来場者に対し、センタービルの 2 階にあ

るカフェテリアにてドリンクや軽食が提供されます。メニ

ューは、日本食や西洋料理、ソフトドリンクやノンアルコ

ール飲料他があります。 

 

 

大会期間中には、必要に応じてケータリングカーを呼びケバブやスナックなどが用意されます。 

   
  

mailto:info@rcdc-jp.com
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お勧めホテル 

●ホテル マークワン 

研究学園駅より徒歩約 3 分（つくばエクスプレス） 

谷田部アリーナまで車で約 15 分 

 

  

宿泊料金：5,658 円～8,000 円（シングル） 無料駐車場あり 

朝食 500 円  

 

●東横イン 

研究学園駅（つくばエクスプレス）より徒歩約 3 分 

谷田部アリーナまで車で約 15 分 

マークワンホテルより徒歩約 1 分  

  

宿泊料金：6,264 円～8,424 円（シングル又はツイン） 

駐車場：500 円 朝食無料 

  

 

所在地 

〒305-0817 

茨城県つくば市 

研究学園 D3 街区 5 

TEL 029-875-7272 

FAX 029-875-8472 

メール tsukuba@mark-1.jp 

H P http://www.mark-1.jp/tsuk

uba/index.html 

 

所在地 

〒305-0817 

茨城県つくば市 

研究学園 

5-13-7 

TEL 029-863-1045 

FAX 029-863-1046 

 

H P 

http://www.toyoko-inn.c

om/hotel/00228/ 

予約用： 

https://www.toyoko-inn.

com/index.html?lcl_id=ja 

mailto:tsukuba@mark-1.jp
http://www.mark-1.jp/tsukuba/index.html
http://www.mark-1.jp/tsukuba/index.html
http://www.toyoko-inn.com/hotel/00228/
http://www.toyoko-inn.com/hotel/00228/
https://www.toyoko-inn.com/index.html?lcl_id=ja
https://www.toyoko-inn.com/index.html?lcl_id=ja
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●ホテル ベストランド 

研究学園駅（つくばエクスプレス）より徒歩約 1 分 

谷田部アリーナまで車で約 15 分  

  

宿泊料金：約 6,000 円～28,000 円（シングル又はツイン） 

無料駐車場あり 朝食 1,100 円 

 

ホテル近郊のショッピング施設 

研究学園周辺のホテルから徒歩で行けるショ

ッピング センターがあります。又、セブンイ

レブンなどの 24 時間営業の店舗も市内に数多

くあります。 

 

 

海外選手向け案内（シャトルバスについて）Transportation(for over sea drivers) 

There are no shuttle bus during the event but, If you keep the receipt of taxi from hotel to the Yatabe Arena or the 

Yatabe Arena to hotel (only date of from April 20th to April 22nd), R.C.D.C. will support max 1,000 yen for one way. If 

you provide taxi receipt of 1,500 yen, R.C.D.C. pay you 1,000 yen. If you provide taxi receipt of 4000 yen, R.C.D.C. 

still pay you 1,000 yen also. 

  

 

所在地 

〒305-0817 

茨城県つくば市 

研究学園五丁目 8 番地 4 

TEL 029-863-1515 

FAX 026-863-1517 

メール https://www.hotel-bestland.co

.jp/form/ 

H P http://www.hotel-bestland.co.

jp/ 

https://www.hotel-bestland.co.jp/form/
https://www.hotel-bestland.co.jp/form/
http://www.hotel-bestland.co.jp/
http://www.hotel-bestland.co.jp/
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●オークラ フロンティア ホテル つくば 

つくば駅（つくばエクスプレス）に最も近いホテル  

谷田部アリーナまで 9.7km、車で約 20 分。 

つくばセンターバスターミナルより徒歩 1 分。 

  

宿泊料金：13,068 円～142,560（シングル、ツイン、スイート） 

 

●オークラ フロンティア ホテル つくばエポカル 

つくば駅（つくばエクスプレス）より車で約 5 分 

谷田部アリーナまで 9.7km、車で約 20 分。 

つくばセンターバスターミナルより徒歩 15 分。 

  
宿泊料金：13,068 円～108,001 円（シングル、ツイン、スイート）. 

 

●ウッディ ホテル スワ 

谷田部アリーナに最も近いホテル。谷田部アリーナまで 5.7 km、車で約 10 分。 

  
料金：約 5,200 円～10,000 円（シングル、ツイン） 

  

 

所在地 

1-1364-1 Azuma 

Tsukuba-shi 

Ibaraki 305-0031, Japan 

TEL 029-861-1166 

FAX 029-852-5623 

メール yoyaku@okura-tsukuba.co.jp 

H P https://www.okura-tsukuba.co

.jp/ 

 

所在地 

2-20-1 Takezono, 

Tsukuba-shi 

Ibaraki 305-0032, Japan 

TEL 029-861-1166 

FAX 029-860-7701 

メール yoyaku@okura-tsukuba.co.jp 

H P https://www.okura-tsukuba.co

.jp/facilities/epochal/ 

 

所在地 

436-7 Kamiyokoba 

Tsukuba-shi 

Ibaraki 305-0854, Japan 

TEL 029-836-7123 

FAX 029-836-7122 

メール http://www.woodysuwa.com/f

orm/ 

H P http://www.woodysuwa.com/ 

mailto:yoyaku@okura-tsukuba.co.jp
https://www.okura-tsukuba.co.jp/
https://www.okura-tsukuba.co.jp/
mailto:yoyaku@okura-tsukuba.co.jp
https://www.okura-tsukuba.co.jp/facilities/epochal/
https://www.okura-tsukuba.co.jp/facilities/epochal/
http://www.woodysuwa.com/form/
http://www.woodysuwa.com/form/
http://www.woodysuwa.com/
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アクセス 

新東京国際空港（成田空港） 

https://www.narita-airport.jp/jp 

谷田部アリーナまで約 57.4km。車で約 50 分。 

新しく開通した圏央道を使うと便利です。 

グーグルマップ（空港から谷田部アリーナ） 

https://goo.gl/maps/yqoYi 

 

レンタカー 

成田空港で借りる事が出来ます。詳細はレンタカー会社にお尋ね下さい。 

海外選手向け案内（カーナビについて）： 

When using a rental car, please use the car navigation – it will be much easier to reach Yatabe Arena using the car 

navigation system. If the rental car’s navigation system does not support English, please ask an attendant to enter 

the address of Yatabe Arena for the destination. 

 

公共交通機関 

公共の交通機関を利用する場合。電車

の場合は谷田部アリーナの最寄りの

駅はみどりの駅（つくばエクスプレス

線）です。マークワン、東横イン、ベ

ストランドに最も近い駅は、研究学園

駅です。 

バスの場合は、成田空港から乗り、つ

くば市の中心地にあるつくばセンタ

ーで下車し谷田部アリーナまでタク

シーで約 25 分です。つくば駅（つく

ばエクスプレス線）は、つくばセンタ

ー バスターミナルと同じ場所にあります。 

 

 

https://www.narita-airport.jp/jp
https://goo.gl/maps/yqoYi
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成田空港から谷田部アリーナまでの追加情報 

みどりの駅 

 みどりの駅から谷田部アリーナまでは、4.7km、車で約 7 分、タクシーで約 1,700 円です。 

 みどりの駅までは、スカイライナーとつくばエクスプレスを使います。 

 成田空港から上野駅まで（スカイライナー）、上野駅から秋葉原駅まで（JR 線）、秋葉原駅からみどりの駅（つく

ばエクスプレス）。 

 

つくばセンター（バスターミナル） 

 つくばセンターから谷田部アリーナまでは 10.6km、車で約 19 分、タクシーで約 3,000 円 

 成田空港からつくばセンターまでは、高速バスで約 60 分、2,600 円 

 

つくば駅（つくばエクスプレス） 

 つくばセンター（バスターミナル）とつくば駅の間は徒歩 2 分 

 

成田空港からつくばまで、高速バスか電車を使う場合 

   

電車の乗り口は地下にあります。 高速バスのカウンターです。チケッ

トはここで購入出来ます。. 

谷田部アリーナに最も近いバス停は

つくばセンターです。. 

   

京成バスで、つくばセンター他、多

くの場所へ行くことが出来ます。 

京成スカイライナーエクスプレス電

車は、東京の中心までノンストップ

で行けます。つくばへ行く際に最初

に乗る電車です。 

 

空港からスカイライナーに乗り、日

暮里駅又は上野駅に到着後、山手線

又は京浜東北線にて、秋葉原駅へ移

動し、つくばエクスプレスに乗りま

す。 
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スカイライナーは全席指定です。 海外の方向けに携帯電話のレンタル

サービスがあります。 

レンタカーのカウンター. 

   

レンタカーカウンターの受付時間

は、レンタカー会社によって異なり

ます。 

つくばセンターへ行くには、土浦行

きに乗り、途中で下車します。 

黄色いバスで、ターミナル 1 と 2 の

間を無料で行き来することが出来ま

す。待ち合わせの相手が、異なるタ

ーミナルに居る場合の移動などに便

利です。 
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成田空港から谷田部アリーナまでの車での行き方 

   

成田空港を出て 

国道 295 を走る 

 

約 4 キロ先で左側の  

“成田” 高速道路方面へ 

200m 先で、右側の  

“鹿嶋” 方面へ 

 

  
 

5 km 先で、左側、圏央道を  

”つくば” 方面へ 

39 Km 先で、左側  

“東京” 方面へ 

“東京” 方面へ 

   

“谷田部” で降りる 250 m 先で右レーンに入り、 

“つくばみらい” 方面へ右折 

1.4 km 先のセブンイレブンで左折、

200m 先を右折、200m 先の右側に

谷田部アリーナがあります 
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東京国際空港（羽田空港） 

https://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/ 

谷田部アリーナまで 73km、車で約 70 分 

グーグルマップ（空港から谷田部アリーナ） 

https://goo.gl/maps/FE89Q 

 

レンタカー 

羽田空港で借りる事が出来ます。詳細はレンタカー会社にお尋ね下さい。 

海外選手向け案内（カーナビについて） 

When using a rental car, please use the car navigation – it will be much easier to reach.Yatabe Arena using the 

car navigation system. If the rental car’s navigation system does not support English, please ask an attendant 

to enter the address of Yatabe Arena for the destination. 

 

公共交通機関 

公共の交通機関を利用する場合。電車

の場合は谷田部アリーナの最寄りの

駅はみどりの駅（つくばエクスプレス

線）です。マークワン、東横イン、ベ

ストランドに最も近い駅は “研究学

園駅” です。 

バスの場合は、羽田空港から乗り、つ

くば市の中心地にあるつくばセンタ

ー（バスターミナル）で下車。谷田部

アリーナまでタクシーで約 25 分です。

つくば駅（つくばエクスプレス線）は、

つくばセンターと同じ場所にありま

す。  

https://goo.gl/maps/FE89Q
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羽田空港から谷田部アリーナまでの追加情報 

みどりの駅 

 みどりの駅から谷田部アリーナまでは、4.7km、車で約 7 分、タクシーで約 1,700 円です。 

 みどりの駅までは、モノレールと JR とつくばエクスプレスを使います。 

 羽田空港から浜松町駅まで（モノレール）、浜松町駅から秋葉原駅まで（JR）、秋葉原駅からみどりの駅（つくば

エクスプレス） 

つくばセンター（バスターミナル） 

 つくばセンターから谷田部アリーナまでは 10.6km、車で約 19 分、タクシーで約 3,000 円 

 羽田空港からつくばセンターまでは、高速バスで約 70 分、1,850 円 

つくば駅（つくばエクスプレス） 

 つくばセンター（バスターミナル）とつくば駅は同じ場所にあります。 

 

羽田空港からつくば まで、高速バスか電車を使う場合 

   

税関の出口の広場にて. バスや電車の案内標識が出ています 高速バスとレンタカーのカウンター 

   

高速バスのカウンター レンタカーの受付時間は、レンタカ

ー会社に確認して下さい。 

高速バスのカウンター。チケットは

ここで購入出来ます 

   

谷田部アリーナに一番近いバス停

“つくばセンター” 行きのバスに乗

ります。 

モノレールのチケット売り場 海外の方向けに携帯電話のレンタル

サービスがあります 
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茨城空港  

http://www.ibaraki-airport.net/ 

 
谷田部アリーナまで 45km、車で約 50 分 

つくばセンター行きのバスの他、レンタカーやタクシーのサービスがあります。 

 

   

国際線ターミナル  レンタカーカウンター ターミナルビルの前に、つくばセン

ター行きのバス停があります 

 

茨城空港から谷田部アリーナまでの車での行き方 

   

空港を出て 200ｍで左折、 

国道 360 を “行方” 方面へ 

国道 8 を右折、 

“石岡” 方面へ 

4.3 km 先で左折、 

“石岡”方面へ 

http://www.ibaraki-airport.net/
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400 m 先で右折、国道 355 を  

“石岡” 方面へ 

6.1 km 先で左折、国道 6 を  

“土浦” 方面へ 

3 km 先で左側へ、高速道路  

“千代田石岡” 方面へ 

   

“東京” 方面へ 23 km 先で左側、 

“谷田部” 出口へ 

250 m 先、右折、 

“つくばみらい” 方面へ 

  

 

1.4 km 先、セブンイレブンを左折  200 m 先、右折、200m 先の左側に

谷田部アリーナ 

. 
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海外選手用案内（レンタカーについて） Car Rental 

We recommend making car rental reservations prior to arrival. 

The following will be required when renting a car: 

1. Passport number 

2. Credit Card to settle payment 

3. International Driver’s license. 

Please pay attention to the business hours of the car rental company. You will not able to rent a car if you arrive 

at Narita Airport after 9:00 PM. 

Please make sure to print out “Guide for international drivers.pdf” – the rental car staff can you the information 

in that PDF to set the car navigation system to the desired destination for you, if required. 
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ショッピング 

谷田部アリーナ ピットショップ 

谷田部アリーナには、センタービルの入り口を入ってすぐのところに、面積 187 m2 (2010 sq. ft.) のピットショップ

があります。ショップ内には、国内と海外のメーカーのパーツが約 20,000 点揃っています。. 

レジの横にある、相談コーナーでは、RC レースで経験豊富なスタッフからのセッティング アドバイスも受けられます。

又、初めて来られたお客様にもお気軽にお楽しみ頂けるよう、貸し出し用の RC カーご用意されていますので安心して

ご来場いただけます。 

   

 

海外選手向け案内（R/C 専門店について）：Akihabara Professional R/C Stores 

Akihabara is a single train ride on the Tsukuba Express from Midorino Station, the closest station to Yatabe 

Arena.The following is a collective message from the staff of the RC shops at Akihabara: 

We support your wonderful hobby by providing the best possible selection to our customers.  

We will make sure that all products you need for the RC race will be available at our stores. 

We are looking forward to seeing you soon! 

   

Akihabara, also known as the “Electric Town” for its abundance of electronics stores, is a major shopping area 

for electronic and computer items. In recent years, it has been also become major shopping area for anime and 

otaku goods as well. Not only can one find new items in the large stores located along the main street, but used 

items are also available in small side streets along the main street. Many stores in Akihabara are small shops 

which are specialized in a specific niche. (Large superstores which carry a wide-ranging selection are also 

becoming prevalent.) Tools, electrical parts and wires and other electronics which cannot be found in most 

stores can be found here. 
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海外選手向け案内（観光について）：Recreation and sightseeing 

Tokyo Disneyland 

   

(Photos credits: ARICAD and Stevec240 under CC BY-SA 3.0) 

Tokyo Disneyland needs no explanation – it is one of the premier theme parks in Japan. It is located in Chiba 

Prefecture, and is about an hour by car from Yatabe Arena. 

Website: http://www.tokyodisneyresort.jp/en/ 

Fuji-Q Highland – Mt. Fuji 

   

(Photos credits: Geomr under CC BY-SA 3.0 and Derek Mawhinney under CC BY-SA 2.5, and Alpsdake) 

Fuji-Q Highland is a theme park located near Mount Fuji, in Yamanashi Prefecture. 

It is famous for its numerous roller coasters along with haunted attractions, one of which, The Haunted 

Hospital, is the world’s second largest of its kind.  It is located about 2.5 hours from Yatabe Arena by car. 

 

 

http://www.tokyodisneyresort.jp/en/
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Tsukiji Fish Market 

  

(Photos credits: Chris 73 under CC BY-SA 3.0 and Derek Mawhinney under CC BY-SA 2.5) 

The Tsukiji Fish Market (officially, The Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market), is the largest wholesale 

fish and seafood market in the world. In recent years, it has become a popular destination for tourists. It is 

located in the central Tokyo, near the Ginza district. It can be reached in about 1.5 hours by car or train from 

Yatabe Arena. 

Senso-ji Temple 

   

(Photos credits: kimmc and David Gómez under CC BY-SA 2.5) 

Senso-ji is the oldest and most significant Buddist temple in Tokyo, located in the Asakusa district. 

Directly connected to the temple is the Nakamise-dori (pictured in the center), which is lined with many shops 

which sell souvenirs and light snacks. It can be reached in about 1.5 hours by car. By Tsukuba Express, it can 

be reached in less than 50 minutes from the Midorino Station, the closest train station to Yatabe Arena. 

(Senso-ji is located near the Asakusa Station.) 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tsukiji_as_seen_from_Shiodome
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Auction_Tsukiji_fishmarket
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Nakamise1411
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nakamise_dori
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Tokyo Skytree 

Tokyo Skytree is a broadcasting, restaurant, and observation tower in 

Sumida, Tokyo, Japan. It became the tallest structure in Japan in 2010 

and reached its full height of 634.0 metres (2,080 ft) in March 2011, 

making it the tallest tower in the world, displacing the Canton Tower, and 

the second tallest structure in the world after Burj Khalifa (829.8 

m/2,722 ft). 

Tokyo Skytree website: http://www.tokyo-skytree.jp/en/ 

 

 

 

https://www.hatobus.com/int/en/ 

With over a half century of experience introducing the beauty and history of Tokyo, the 

name Hato Bus has become synonymous with Tokyo tourism— offering visitors the most 

convenient and fun tours ever.Whether you are looking for the time -honored 

standbys— shrines, temples and Japanese gardens— or the more fashionable and trendy hot 

spots, Hato Bus Sightseeing Tours have exactly what you want! We have created 

wonderfully diverse courses combining a little of everything, from traditional Japanese food 

to excellent shopping, even picturesque cruising, to ensure that you end the day replete 

with the charms of Tokyo! We offer tours with highly capable English -speaking tour guides 

as well as tours in Chinese, Korean and Spanish via our audio -guide system, the Tour 

Tracer. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Tower
http://en.wikipedia.org/wiki/Sumida,_Tokyo
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tallest_structures_in_Japan
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tallest_towers_in_the_world
http://en.wikipedia.org/wiki/Canton_Tower
http://en.wikipedia.org/wiki/Tallest_structure
http://en.wikipedia.org/wiki/Burj_Khalifa
http://www.tokyo-skytree.jp/en/
https://www.hatobus.com/int/en/
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» Half Day Tours  

 

For those with limited time but maximum curiosity— our half-day    

tours capture the essence of Tokyo through visits to traditional 

tourist spots. 

» Full Day Tours  

 

Get a real feel for the city’s charms with a full day of exploring a  

unique mixture of Tokyo’s wonderful attractions— both old and new!  

» Walking Tours  

 

Let us lead you on a leisurely walk through Japanese gardens and the 

quaint “down town” neighborhoods as well as the more modern 

locales such as Roppongi.  

» Japanese Culture Experience  

 

On this tour, enjoy the sights of Tokyo and experience some unique 

aspects of Japanese culture at the same time.  

» Tour Tracer 

 

This tour is conducted with our Tour Tracer System, providing timely 

comments and information adjusted to the location of the bus using 

GPS and piped right to your headphones.  

 

More information about the Hato Bus tours can be found at the Hato Bus website: 

https://www.hatobus.com/int/en/ 

http://www.hatobus.com/en/course/halfday.html
http://www.hatobus.com/en/course/fullday.html
http://www.hatobus.com/en/course/walking.html
http://www.hatobus.com/en/course/jce.html
http://www.hatobus.com/en/course/tracer.html
https://www.hatobus.com/int/en/

