
BIRTH RACING PROJECT

Facebook Page : www.facebook.com/BirthRacing

BRP Web Site : www.brp.gr.com

RCR Web Site : www.rcr.jp.net

RACING SERVICE



FIA GT3

ニュルブルクリンク24h＆VLNレース

スーパー耐久シリーズ

鈴鹿クラブマンレース

N-ONE オーナーズカップ

レーシングシミュレーター

BRP Driver Training Program（BDTP）

02

04

06

08

10

12

14

レースの世界は非常に閉鎖的で、

中々その世界に入るきっかけが解りずらいのが現状で、私自身も非常に苦労し遠回りをしてきました。

私のその経験を基に、BRPのステップアップメニューは全て構築されています。

私のレース人生は、自分でメンテナンスをしたチューニングカーでサーキットを走る事からスタートしました。

自分のドライビングスキルを向上する為に、単身レースの世界に飛び込みそこで出会った人たちに支えて頂き

ここまでのレース人生を歩んで来ることが出来ました。

Birth Racing Project CEO 奥村 浩一

そして、BRPの最大の目的は「気の合う仲間と生涯レースを楽しめる環境を創る」事です。

その目的に向かってこれからもアクセル全開で歩んでいきますので、皆さん一緒にモータースポーツを楽しみましょう。



「生涯レースや車を楽しめる環境を創りたい」

「気の合う仲間や家族と一緒に週末を過ごしたい」

「安全に全力で熱中できる大人の趣味の場を提供したい」

「記憶に残る感動を提供したい」

そんな想いが私たちの原動力です。

貴方の夢、決して諦めないでください。

BirthRacingProject は貴方の夢の実現の為に存在します。

～ Your Dream Come True. ～



FIA GT3

・レースカーレンタルサービス

・レース参戦サポートサービス

・フリー走行（練習）サポートサービス　

株式会社シフト　www.shift-racing.co.jp

サービス

メンテナンス

車両規格：FIA GT3　　メーカー：Mercedes AMG

車両名：AMG SLS GT3　　エンジン：M159 V8 6,208cc

パワー：571ps　　トルク：66.3kg-m ※カタログ値

ミッション：6速セミオートマチック

マシンスペック

・スーパーGT（SGT）　・スーパーカーレース（SCR）

・GTアジア（GTA）　・スーパー耐久（S耐）　・アジアンルマン（ALMS）

対象レース

BRP国内レーシングサービスの最高峰として、FIA GT3のレース参戦サポートと

レースカーレンタルサービス、そして気軽にGT3を体験・練習する事ができるフリー

走行（練習）サポートサービスを提供致します。車両はFIA GT3車両の中でも美しい

デザインと速さを兼ね揃えた、人気のMercedes AMG SLS GT3 です。

圧倒的なエンジントルク、そして高性能なABSとトラクションコントロールの

電子制御で、プロからジェントルマンレーサーまで幅広いユーザーにスピードと

安全性を提供致します。またドライビングミスによる、クラッシュや車両損傷に

備えてレースカー専用の車両保険サービスを標準提供致しますので、高額な

GT3車両でも安心してレースに集中して頂けます。

車両メンテナンスには国内のGTレースは勿論の事、ニュルブルクリンク24h等の

海外レースでの車両メンテナンスや製作でも実績が豊富な「シフト」とタイアップし、

国内GTレースにおける最高のサービス体制で貴方のレースをサポート致します。

国内最高峰のGTレースを貴方に



ロードランナーレーシング（ドイツ） 

メンテナンス

車両規格：ニュル仕様車両　　メーカー：ルノースポール

車両名：クリオCUP　　エンジン：F4R 2,000cc

パワー：230ps　　トルク：28.9kg-m

ミッション：6速シーケンシャルミッション

マシンスペック

・ニュルブルクリンクVLNレース

・ニュルブルクリンク24時間耐久レース

対象レース

Nürburgring 24h & VLN Race

・レース参戦サポートサービス　

サービス言わずと知れた、世界一過酷で有名な伝説のサーキットニュルブルクリンクで

開催されている、シリーズ戦のVLNレースと24時間耐久レースへの参戦

サポートサービスを提供致します。

ニュルブルクリンクでこのカテゴリーでは実績の豊富な、ロードランナー

レーシングチームとのタイアップにより楽しむだけではなく、勝てるレース

体制をドイツにおいて実現しています。

車両は、小さいながら6速シーケンシャルミッションを搭載し、スピードとコスト

パフォーマンスのバランスが取れた、SP3クラス（CUP3クラス）のルノークリオ

CUP及びBMW M235i Racingを選択が可能です。

観客動員数20万人以上で、日本では決して体験できない環境とそしてコースは

貴方を魅了し続けるに違いありません。貴方の世界への扉が今開きます。

観客数20万人以上の世界一過酷な
耐久レースが貴方を魅了する

BMW M235i Racing



SUPER TAIKYU

・レースカーレンタルサービス

・レース参戦サポートサービス

・フリー走行（練習）サポートサービス

株式会社ジェイズ・コーポレーション www.jsracing.co.jp

サービス

メンテナンス

車両規格：N1（スーパー耐久仕様）　　メーカー：ホンダ

車両名：フィットRS　　エンジン：L15

パワー：132ps　　トルク：15.8kg-m ※カタログ値

ミッション：6速Hパターンシフト

マシンスペック （参考：ST5クラス車両）

スーパー耐久シリーズ

・ST-X　・ST-１　・ST-2　・ST-3　・ST-4　・ST-5　・ST-A

対象レース

ワンメイクレースや地方JAF戦からのステップアップとして、BRPではスー

パー耐久シリーズへの参戦を全面サポート致します。

プロからジェントルマンレーサーまで、幅広いユーザーに人気の参加型レースの

事実上国内最高峰となる、スーパー耐久シリーズは日本国内を転戦し、3～4名の

ドライバーで、3時間～7時間を戦う耐久レースです。

入門向けとしてコストパフォーマンスに優れたST5クラスへの参戦は勿論の事、

提携チームにより上位クラスへの参戦もサポート可能です。

また、ドライビングミスによる、クラッシュや車両損傷に備えて、レースカー

専用の車両保険サービスも提供可能です。

車両のメンテナンスには、日本国内そして海外でもホンダチューニングメー

カーとして有名な、ジェイズコーポーレーション（J'S RACING）とのタイアップ

により、実績と信頼の体制で貴方のレースをサポート致します。

更なるステップアップを実現する
スーパー耐久シリーズ



株式会社バース www.brp.gr.com

サービス提供

SUZUKA CLUB MAN RACE

・レース参戦サポートサービス

・フリー走行（練習）サポートサービス

サービス

鈴鹿クラブマンレース（フルコース・東コース・西コース）

・フォミュラーエンジョイ（FE）

・スーパーFJ（SFJ）

・F4

・1.5チャレンジ

・VITA（クラブマンスポーツ）

・FFチャレンジ

・スーパーツーリング

対象レース

世界的にも難易度が非常に高いテクニカルサーキットで有名な鈴鹿サーキットで、

年間シリーズ戦として開催されている、JAF公式戦の鈴鹿クラブマンレースへの

参戦サポートを提供致します。

フォミュラー・ツーリングカーと様々なレースカテゴリーが存在し、全国で開催

されている地方JAF戦の中でも、非常にレベルが高い事でも有名であり、自身の

ドライビングスキルをUPする場所としては最適なレースカテゴリーです。

フォミュラーは入門として人気の「フォーミュラーエンジョイ（FE）」や日本全国で

開催されている「スーパーFJ（SFJ）」のカテゴリーが有り、クラブマンスポーツ

カテゴリーとして「VITA」も人気が高く、そしてツーリングカーはシビック等の

「FFチャレンジ」と、フィットのワンメイクレースである「1.5チャレンジ」等参加

台数も多いレースカテゴリーで、ライバルとの接戦の中で成長していく事が

できる充実のJAF公式戦です。

レベルの高いJAF公式戦で更に腕を磨く



N-ONE OWNER'S CUP

・レースカーレンタルサービス

・レース参戦サポートサービス

・フリー走行（練習）サポートサービス　

株式会社バース www.brp.gr.com

サービス

メンテナンス

車両規格：Nゼロ ワンメイクレース　　メーカー：ホンダ

車両名：N-ONE（ターボ）　　エンジン：S07A 660cc

パワー：64ps　　トルク：10.6kg-m　※カタログ値

ミッション：7速パドルCVT

マシンスペック

N-ONE OWNER'S CUP

対象レース

これから公式レースを始める人に最適な、N-ONE OWER'S CUPへのレース

参戦サポートを提供致します。

車両は、Nゼロ規格のN-ONE OWNER'S CUP ワンメイク車両で、7速CVT搭載

車両の為、ドライビングに不慣れな方でもAT限定免許でも気軽に気軽に始めれます。

他のレースカテゴリーと比較して、最高速度は遅いですがワンメイクレース

という事で接近戦を十分に楽しめるレースで、基礎知識やレースウィークの

雰囲気を学んでもらうには最適なレースです。参戦費用も公式JAFレース中では

非常にリーズナブルな為、これからレースを始める人の登竜門のレースとし安心

してエントリー頂けます。

レースカーのレンタルのみのプランと、メカニックやドライビングサポートを

含んだ参戦サポートサービスのどちらでも選択可能です。

小さく可愛いけど本格的な
公式JAFレースの登竜門



RACING SIMULATOR

全レースカテゴリー（車両）を網羅する事の出来る、BRP独自のツーリングカー

専用設計のレーシングシミュレーターを導入して、ドライバーのスキルアップに

必要なコストと時間の効率を追求したレーシングシミュレーターを使用した

トレーニングサービスを提供致します。

ツーリングカー専用設計のレーシングシュミレーターは、「6速Hパターンシフト」

「シーケンシャルＩパターンシフト」「2ペダルパドルシフト」の3種類のシフト

方式を全てハードウェアで実現しており、現在レースシーンで使用されている

全てのフォミュラー及びツーリングカーに対応したレーシングシミュレー

ターです。

BRPのシミュレーターサービスは基本的に一般にはサービス提供せず、BDTP

ドライバー及びBRPが認めるドライバーのみが利用する事ができる体制で、

レーシングシミュレーター専用ルームにて、集中してトレーニングを積む事が

できます。

また、シミュレーター上のデータはBRPがツーリングカーの入門カテゴリー

として力を入れている、スーパー耐久ST5クラスのBRPフィットRSのデータや

SLS AMG GT3のデータを、オリジナルで制作して用意しておりますので、

しっかりとシュミレーターでトレーニングを積んでから実車でのテスト走行に

参加する事が可能です。

全レースカテゴリーを網羅する
ツーリングカー専用設計のレーシングシミュレーター



BRP DRIVER TRAINING PROGRAM

BDTP（BRP Driver Training Program）は、レーシングドライバーを夢見て日々

生活している人をサポートする為のプログラムです。レーシングドライバーへの

道は狭く、そしてどのように進めば良いか？非常に解りずらいのが現状です。BRP

ではモータースポーツのすそ野を広げる為にも、参加型モータースポーツの拡大を

図り、大人が真剣に楽しめる環境を提供すべくBDTPを展開しております。

個人の状況や予算・環境に合わせて、BRPのレースプログラムの中から、じっくり自身の

夢に向かってレーシングドライバーとしてのトレーニングを積むことができます。

レーシングシミュレーターでのトレーニングや草レースと呼ばれるチューニ

ングカーで行われるライセンスが不要なレースで実戦的な練習を積みながら、

レーシングドライバーに必要なスキルやテクニックを身に着けていきます。

そして、非常に大事な事は、例えいくらテクニックや知識を身に着けていても、

決して一人ではレースは出来ないという事です。

レーシングドライバーを目指すのであれば、自身の夢を支えてくれる沢山の

仲間が必要です。その人間関係の構築もBDTPの重要なメニューの１つです。

BRPのレース活動を通して、ドライビングスキルと並行して人間関係（レーシング

コミュニティ）の構築もサポートしながらドライバーを育成していきます。

レーシングドライバーを夢見る貴方をサポートするトレーニングプログラム



Mail：office@brp.gr.com

三重県四日市市西浦2-4-17エスタービル（〒510-0071）

TEL：059-359-2838　FAX：059-350-2471

本　　社：

三重県鈴鹿市末広町5419（〒513-0822）ガレージ：

株式会社バース モータースポーツ事業部
バースレーシングプロジェクト【BRP】
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