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Press Release 
2020 年 6 ⽉ 22 ⽇ 

株式会社 GT アソシエイション 
株式会社 BH AUCTION 

 
走り出そう、ニッポン！ 新型コロナ禍対応に尽力の医療関係者を支援 

SUPER GTオンライン・チャリティオークション 
８月1・2日に開催、専用アプリで気軽に入札に参加可能 

 
（『SUPER GT オンライン・チャリティオークション』のロゴマーク） 

 株式会社 GT アソシエイション（東京都品川区⻄五反⽥ 2-14-2、代表取締役：坂東正明）と株式
会社 BH AUCTION（東京都千代⽥区永⽥町 2-11-1、CEO：武井真司）は 22 ⽇、新型コロナウイ
ルス感染症の拡⼤防⽌⽀援を⽬的とした初のチャリティオークション「SUPER GT Online Charity 
Auction（オンライン・チャリティオークション）」を、８⽉ 1 ⽇（⼟曜⽇＝前夜祭）〜２⽇（⽇曜
⽇＝オークション）の２⽇間の⽇程で開催すると決定したことを発表いたします。⼊札には新たに
導⼊する iOS、Android 向け専⽤オークション⼊札アプリを使⽤するため、⼀般ファンの皆様が登録
すれば⾃宅などからスマートフォンやタブレットを通して気軽に⼊札参加することができる、オン
ライン型のチャリティオークションとなります。 
 このオークションは⽇本を代表するレースシリーズ「SUPER GT」のプロモーターである GT アソ
シエイションが、シリーズ参戦エントラント（チーム）やドライバー、関係各所に向けて、有形・無
形を問わず(※１)幅広い出品参加を呼びかけ、新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌対応に尽⼒され
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てきた医療機関および医療従事者に向けた⽀援⾦寄付を⽬的としています。「コロナ禍に打ち勝ち、
再び⾛り出そう！」という想いのもと、開催するものです。 
 なお、オークションの模様は 8 ⽉ 1 ⽇（⼟）の前夜祭、2 ⽇（⽇）のオークション本番ともに、
SUPER GT 公式 YouTube チャンネルを通して LIVE（ライブ）配信する予定です。LIVE 映像をご
確認いただきながら、⼊札アプリで簡単に⼊札に参加できるのが特⻑です。 
 オークション落札⾦の寄付先は⽇本財団による募⾦活動「新型コロナウイルス緊急⽀援募⾦」とな
り、オークション落札成⽴額の全額(※２)が寄付されます。また、従来の BH AUCTION 開催では適⽤さ
れる落札⼿数料に関しては、今回に限りチャリティの精神に則って適⽤されません。 

 ※１）出品物は有形の現物のほか、各種ファンサービスや参加権利など無形のものも出品される予定です。 
 ※２）決済時に必要となる⾦融機関の⼿数料（カード決済・銀⾏振込等）に関しては落札額より差し引いて計上します。 
 
 本オークションはモータースポーツ界とファンの想いをつなぐ社会性の⾼いイベントとして開催
を発案しました。さらに、多くの有⼒選⼿と熱意あふれるファンの皆様を⽣み出してきた国内最⾼
峰のレースシリーズとしての「SUPER GT」の存在価値を、改めて世界に向けて⽰すプロモーショ
ンの⼀環としての意味合いも持たせて開催するものです。エンターテインメントの分野においても
「SUPER GTシリーズ」が国内ではトップを⾛り続ける存在であることを、改めて世の中に向けて
広く伝えるためのイベントとしても機能させていきます。 
 SUPER GT シリーズ参戦エントラント、ドライバー、関係各所から寄付として現物で出品される
オークション出品物の情報は随時、オークション運営会社である(株) BH AUCTION のウェブサイ
ト（https://bhauction.com/）、及び SUPER GT 公式 SNS、YouTube チャンネルを通して発表して
いく予定です。 
 

●「SUPER GT Online Charity Auction」開催概要 
１. オークション日程 
  前夜祭   ： 8 月 1 日（土）18:00～終了まで 
  オークション： 8 月 2日（日）12:30～終了まで 
  ・前夜祭では SUPER GT参戦エントラント、ドライバー、関係者などが参加する 
   トークショーや出品物の紹介などを予定しています。 
  ・２日間ともにオークション・スタジオの模様を「SUPER GT公式 YouTube チャンネル」 
   （https://www.youtube.com/user/supergtmovie）にて LIVE配信する予定です。 
 
２. 入札参加方法 

  ・入札は(株)BH AUCTIONの定めるオークション規約に同意し、入札会員登録の完了した 

   すべての方が、専用アプリを利用して入札参加が可能となるオンライン型オークションです。 

  ・入札会員登録の締切日は 7月 25 日（土）となります。 

  ・入札用アプリのダウンロードは 7月 27 日（月）に開始できる予定です。 

  ・今回のチャリティオークションでは落札手数料が掛かりません。 

 

 



 - 3 - 

 ▼入札参加用アプリのイメージ 

 
３. オークション出品物について 
  ・SUPER GT シリーズ参戦エントラント、ドライバー、関係者より有形・無形を問わず 

   “個々の想い”のこもった出品を募ります。 

  ・各種レーシングギアやチーム関連アイテムなどに加え、各種ファンサービスや参加権利など 

   無形での出品も予定しています。 

  ・出品物の更新情報、及び詳細は株式会社 BH AUCTION のホームページ 

  （ https://bhauction.com/super-gt-online-charity-auction/ ）にて随時更新されます。 

 

 ▼主な出品例 

 主催者の GT アソシエイションおよび本オークションの発起⼈として「GT500」「GT300」の両クラスより、

松⽥次⽣選⼿（GT500）、⾕⼝信輝選⼿（GT300）からの以下の出品がすでに決定しています。 

 なお、出品募集期間は 7 ⽉ 20 ⽇までとなり、今後もさらなる出品が⾒込まれます。 

・SUPER GT Rd.6 鈴鹿大会の決勝チェッカーフラッグマン権利（出品：GTアソシエイション） 

 
 (株)GT アソシエイションは鈴⿅サーキット（三重県鈴⿅市）を運営する株式会社モビリティランドの協⼒を
得て、SUPER GT シリーズ第６戦 鈴⿅⼤会での決勝レース・ゴール時にチェッカーフラッグを振る権利を出品
します（※16 歳未満は権利の実施を不可とし、また無観客試合での開催となった場合は以降の観客動員試合の
開催まで権利の実施を繰り越す可能性もあります）。 
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・レーシングスーツ２着（出品：松田次生選手／GT500クラス） 

 
（レーシングスーツ２着を出品する松⽥次⽣選⼿） 

「MOTUL AUTECH GT-R」（NISMO）で GT500 クラスに参戦する松⽥次⽣選⼿。2014 年と 2015 年の 2 年連続
でシリーズチャンピオン（GT500 クラス）に輝いたシリーズを代表するトップドライバーからは、SUPER GT の
前⾝である全⽇本 GT 選⼿権時代に「NAKAJIMA RACING」（中島企画）より参戦した際の貴重なレーシングスー
ツと、イベントなどで⾛⾏する際に着⽤する最新のレーシングスーツの２着を出品。 
「これまでのレース⼈⽣の中で⾃分のレーシングスーツを⼿放すことはほぼなかったのですが、今回は⽇本を
再び元気にするために⾛り出そうという、特別な意味を持ったチャリティオークションということで出品を決
めました。ファンの皆様に価値を付けていただき、良い形の寄付につながればうれしいですね」（松⽥選⼿・談） 
 
・レーシングスーツ22着（出品：谷口信輝選手／GT300クラス） 

 
（レーシングスーツ多数を出品する⾕⼝信輝選⼿） 

「グッドスマイル初⾳ミク AMG」（GOODSMILE RACING & Team UKYO）で GT300 クラスに参戦する⾕⼝信輝
選⼿。これまでに計３度のシリーズチャンピオンに輝くという⼈気・実⼒の双⽅を兼ね備えたベテランドライ
バーからは、22 着もの歴代着⽤レーシングスーツが出品される。その中には 2014 年、2017 年のシリーズチャ
ンピオン獲得時（GT300 クラス）の着⽤スーツも含まれている。 
「⻑年戦わせてもらってきた SUPER GT シリーズが持つ、優れたエンターテイメント性もアピールできるオー
クションになればと思っています。応援してくださるファンあっての SUPER GT ですから、何よりファンが喜
んでくれるような想いのこもった、そしてユニークな出品が多く集まることに期待しています」（⾕⼝選⼿・談） 
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４. オークションの収益構造について 
 ⽇本財団による募⾦活動「新型コロナウイルス緊急⽀援募⾦」へ、落札成約額の全額が寄付されます。また、

従来の BH AUCTION 開催では適⽤されてきた落札⼿数料に関しては、今回に限りチャリティの精神に則って適⽤

されません。 

 
 

●株式会社 GT アソシエイション／SUPER GT について 
 株式会社GTアソシエイションは、1994 年 GTレースをプロモートする目的において発足した任意団体GT
アソシエイションのその事業を継承し、同レースを中心とした自動車レースの統括・主催・興行その他会社の
目的たる事業を遂行するために、トヨタ自動車株式会社、日産自動車株式会社、本田技研工業株式会社、サー
キット場運営会社並びに自動車レース参加者の協力及びその支援のもとに設立され、その事業の遂行によって
適正な利益を追求するとともに、その事業活動を通じて我が国における健全なモータースポーツの振興及び豊
かな自動車文化の創造・発展並びに地球環境の保全に寄与し、これらによって社会に奉仕しようとすることを
目的とする。 
 2020 年の SUPER GTシリーズは新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて開幕が延期されてきたが、
日本国内で発令されていた緊急事態宣言が全国的に解除されたことを受け、7月 18日（土）、19日（日）の
２日間の日程で、富士スピードウェイ（静岡県小山町）を舞台に開幕することを決定した。なお、新型コロナ
ウイルス感性症拡大を防ぐことを目的に作成したロードマップに従い、開幕戦は無観客での開催となる。 
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●株式会社 BH AUCTION について 
株式会社BH AUCTIONは希少価値の高いコレクタブルカーを軸とした日本発信型の本格派オークションハ
ウスとして 2017 年に活動を開始。これまで東京オートサロンや鈴鹿サーキット、国内最大のレースシリーズ
「SUPER GT」を運営する GT アソシエイションといった世界的な知名度を持つイベントやサーキット、団体
とのコラボレーションによるオークションを企画・運営し、大きな成功を収めるとともに、様々な形態の独自
オークションを企画・運営している。希少価値の高い国内外のコレクタブルカー／バイク、レースカー、オート
モビリア、パーツを中心に、“全体相場”ではなく、あくまでも“個の価値”にスポットライトを当て、“個から個”
へと価値を正しく、そしてより高いレベルで繋いでいくことをテーマに、成熟した欧米のコレクタブルカー・
マーケットに通用するオークション文化を日本でも確立させるための事業活動を、日々精力的に展開。海外か
らの入札参加、落札成約もこれまで多く実現している。 
また当社のオークションに関しては、株式会社三井住友フィナンシャルグループとのパートナーシップによ
り、出品者と落札者間の売買成約時の代金の支払いに際して、第三者機関として同社のエスクロー・サービス
を利用することで、より安全性・透明性の高い取引が実現されているのも大きな特長となる。 
 

 

以上 
 
 

[SUPER GT オンライン・チャリティオークションに関するお問い合わせ先] 
[このプレス・リリースおよびプレス関連のお問い合わせ先] 
SUPER GT Online Charity Auction 運営事務局 
担当：髙⽥興平（株式会社 BH AUCTION 内） 
連絡先(オフィス)：03-5511-2777 
携帯電話：090-5572-3430 
メール：takada@bhauction.jp 

 

 


