㈱ミカサ貿易 鈴鹿ツイン G コース 2&4 走行会 (‘18/2/21)
① 開催日
2018 年 2 月 21 日（水） ※雨天決行
② 開催場所
鈴鹿ツインサーキット（G コース）
〒510-0265
三重県鈴鹿市三宅町 2913-2
TEL: 059-372-2401
③ 受付時間
7:30～8:00
④ ブリーフィング
8:00～ ※参加者全員出席
⑤ 走行スケジュール
P.6 暫定版スケジュールをご参照ください。
⑥ 料金のご案内
【事前エントリー】（開催 1 ヵ月前まで）
4 輪（上級・初級） ￥6,500- ・・・各クラス 6 枠×13 分
2 輪（上級・初級） ￥5,000- ・・・各クラス 4 枠×13 分
2 輪（体験）

￥3,000- ・・・4 枠×13 分

定員に満たない場合のみ、当日エントリーも受け付けます。（各クラス定員約 15 名）
ホームページや SNS 等で情報を配信致しますので、ご確認いただきますようお願い致します。
定員に達した場合は受付できませんのでご注意ください。
【当日エントリー】
4 輪（上級・初級） ￥8,0002 輪（上級・初級） ￥7,5002 輪（体験）

￥4,000-

【トランスポンダー】

￥1,000-/日

【4 輪同乗者傷害保険】

￥500-/人 ← ※必ずご加入ください!!

【施設入場料(ギャラリー、同乗走行者、見学者)】

\500-/人

→ 2 日前までのお申込みで無料!!
入場時に参加者様の車両に同乗されている場合は、事前申し込みがない場合でも 1 名様まで無料です。
小学生以下のお子様はいつでも入場無料。
※トランスポンダー代、同乗者様の傷害保険料は当日受付時にお支払いください。
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（4 輪ドライバー様の保険料は、参加費\6,500 に含まれております）
⑦ 走行クラスの目安について
4輪
上級 → ～40 秒台前半（サーキット走行に慣れ、そこそこ自信のある方）
初級 → 45 秒～（サーキット走行の少ない方）
2輪
上級 → ～40 秒台前半（サーキット走行に慣れ、そこそこ自信のある方）
初級 → 45 秒～（サーキット走行の少ない方）
体験 → 先導付き。サーキットを初めて走る方や、コースを確認したい方。
走行クラスは、申込時の自己申告でお願い致します。
上記はあくまで目安なので、当日実際に走行してみて「速すぎる」と思ったら、1 つ下のクラスへ、
「遅すぎる」と感じたら、1 つ上のクラスへ移動できますので、ご安心ください。
サーキットに慣れていない方が楽しく走れる走行会を目指しています！
皆様のご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。
⑧ クラス跨ぎについて
ミカサ貿易の走行会最大の特徴でもあるクラス跨ぎ。
エントリーされるクラスによっては、別クラスも走行可能ですので、お申込み前に下記をご確認ください。
4 輪（上級）でエントリー → 2 輪（上級、初級、体験）も走行可

・・・最大 24 枠走行可

4 輪（初級）でエントリー → 2 輪（上級、初級、体験）も走行可

・・・最大 24 枠走行可

※4 輪（上級）と 4 輪（初級）のクラス跨ぎは原則禁止です。
※2 輪クラスで走行される場合は、「⑧必要なもの」の条件を満たす装備が必要です。
2 輪（上級）でエントリー → 2 輪（初級、体験）も走行可

・・・最大 12 枠走行可

2 輪（初級）でエントリー → 2 輪（上級、体験）も走行可

・・・最大 12 枠走行可

2 輪（体験）でエントリー → クラス跨ぎ不可

・・・最大 4 枠走行可

極端な例ですと、4 輪でエントリーされている方は、最大 24 枠全て走行することができます。
但し、上級は上級、初級は初級に合った走りをお願い致します。
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2 輪でエントリーされていて、当日 4 輪でも走行される場合は、別途 4 輪の当日エントリー代\8,000-との差額＋傷害保険料
\500-をお支払いいただく必要があります。2 輪参加者が 4 輪同乗走行される場合も、傷害保険（\500）への加入が必要
です。
コースが混雑していて危険な場合や、クラスに合った走りができていないと主催者が判断した場合は、クラス跨ぎをお断りさせてい
ただくこともありますので、予めご了承ください。
⑨ 必要なもの
4 輪（上級・初級）
・ヘルメット（ハーフヘルメットは不可）
・グローブ（指なしグローブは不可）
・長袖長ズボン（七分袖/丈、レギンス、タイツなどは不可）
・靴（サンダルやヒール付は不可）
同乗走行のみのお客様もドライバー様と同様の服装でお願い致します。
（グローブは必須ではありませんが、推奨します）
2 輪（上級・初級）
・フルフェイスヘルメット
・革ツナギ（セパレートタイプは上下が繋がるもの）
・レーシンググローブ
・レーシングブーツ
2 輪（体験）
・フルフェイスヘルメット
・グローブ（指なしグローブは不可）
・プロテクター入りのライディングジャケット
（プロテクター入りのパンツ、膝プロテクターは必須ではありませんが、推奨します）
2 輪は脊髄、胸部パッド着用を強く推奨いたします。また、ツナギは MFJ 公認のものが望ましいです。
※ピットは数台での相利用になります。施設の電源容量上、電源確保の確約はできません。
タイヤウォーマーなど使用される場合は、発電機をご用意ください。
⑩ 車両規則
4輪
・競技車両からナンバー付き車両まで。
・サーキットまで自走する車両は、サーキットまでの公道および周辺地域の迷惑になる改造（音を含む）の無い車両。
・フォーミュラは走行不可。
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・オープンカーはオープンで走行する場合、ロールバーまたはロールケージ（ファッションバーは不可）必須。ハードトップもしくはソフ
トトップを閉めた状態で走行する場合は、ロールバーなどの装着を問いません。
・鈴鹿ツインの音量規制（105dB）を満たさない車両は走行不可。
・ライト類へのテーピングは不要です。
・当日配布のゼッケンは、左ドアに貼り付けをお願い致します。（※希望ゼッケンは受け付けておりません）
・グリップコースのため、ドリフト走行禁止です。
2輪
・競技車両からナンバー付き車両まで。
・サーキットまで自走する車両は、サーキットまでの公道および周辺地域の迷惑になる改造（音を含む）の無い車両。
・ライト類へのテーピングや、オイルキャップ等へのワイヤリングは不要です。
・当日配布のゼッケンは、フロント部へ貼り付けをお願い致します。（※希望ゼッケンは受け付けておりません）
⑪ 申込方法
・ネットでお申込み
㈱ミカサ貿易 HP へアクセス（www.micasa-trading.co.jp） → メニュー「走行会」 → 参加申込フォームに必要事項
を記入して送信 → メールにて振込先・金額のご連絡 → 入金確認後、メールにて参加申込受理のご連絡
※参加申込フォームの受付、参加申込受理のご連絡は原則 3 営業日以内にさせていただきます。
1 週間過ぎても連絡がない場合は、お手数ですが下記までご連絡ください。
株式会社ミカサ貿易
担当： 宮下
TEL: 090-3464-7791
・㈱ミカサ貿易で直接お申込み
〒565-0841 大阪府吹田市上山手町 1-5
株式会社ミカサ貿易
営業時間：月～金、10:00~18:00
TEL/FAX: 06-7181-7140 / MOBILE: 090-3464-7791(宮下)
※外出している場合があるので、お手数ですがご来社前に一度ご連絡ください。
走行に参加される 18 歳未満の方は、ご親族、または保護者の署名、捺印（実印）が必要です。
「㈱ミカサ貿易主催 鈴鹿ツイン貸し切り走行会 参加誓約書」を印刷し、当日までにご準備ください。
※参加者の都合による参加費の払い戻しは如何なる場合もできません。
※お申込み頂いても主催者審査にて正式受理できない場合は返金いたします。
※天災等の事由により施設が閉場される場合はご返金等の対応をいたします。
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ご不明点などございましたら、お気軽にご連絡ください。
⑫ 申込締切
2018 年 1 月 21 日（日）

※但し定員になり次第締め切ります

（定員に達しない場合に限り、当日受付けいたしますので、ホームページ等で必ずご確認ください）
⑬ ブースの出店
10 ブース、先着順で出店してくださる方を募集しております。
法人、個人問いません。製品や活動の PR、食品関係の販売やサービスの提供など、ぜひこの機会をご活用ください。
<ブースについて>
・1 ブース 180cm×180cm
・電源無し（電気の使用がある場合は、発電機をご利用ください）
・備品類の貸し出し無し
<出店料>
・物販、企業 PR → 無料
・食品関係 → \10,000-/1 店舗
※食品関係の販売について
・1 ブースで複数店舗が営業される場合も、店舗数分の出店料が必要です。
・飲料、アルコール販売は一切禁止。
・火気を使用される場合、直火は禁止です。また、屋根付きピット下での火気使用も厳禁。
※施設側の事前申請確認の上、出店 NG となる場合もございます。
⑭ お問い合わせ先
〒565-0841
大阪府吹田市上山手町 1－5
株式会社ミカサ貿易
担当：宮下 隼紀
TEL: 090-3464-7791
E-mail: miya@micasa-trading.co.jp
Twitter: micasa_trading
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暫定版
㈱ミカサ貿易 鈴鹿ツインGコース 2&4走行会
タイムスケジュール

2018年2月21日（水）

時刻

スケジュール

7:00

ゲート OPEN

8:00

ブリーフィング ＆ 車検

9:00

4輪 上級クラス走行

9:15

4輪 初級クラス走行

9:30

2輪 初級クラス走行

9:45

2輪 体験クラス走行

10:00

4輪 上級クラス走行

10:15

4輪 初級クラス走行

10:30

2輪 上級クラス走行

10:45

2輪 初級クラス走行

11:00

4輪 上級クラス走行

11:15

4輪 初級クラス走行

11:30

2輪 体験クラス走行

11:45

2輪 上級クラス走行

12:00

お昼休み & 特別イベント

13:00

4輪 上級クラス走行

13:15

4輪 初級クラス走行

13:30

2輪 初級クラス走行

13:45

2輪 体験クラス走行

14:00

4輪 上級クラス走行

14:15

4輪 初級クラス走行

14:30

2輪 上級クラス走行

14:45

2輪 初級クラス走行

15:00

4輪 上級クラス走行

15:15

4輪 初級クラス走行

15:30

2輪 体験クラス走行

15:45

2輪 上級クラス走行

16:00

走行終了、随時解散

17:00

ゲート CLOSE

備考
7:30～8:00受付
※道路事情などにより遅れて来られた場合は、
近くのスタッフにお声がけ下さい。
8:00～8:30 ブリーフィング
※注意事項、走行方法説明

※参加者全員出席

※各クラス13分の走行枠

※コース内立ち入り禁止

※各クラス13分の走行枠

※トランスポンダーの返却を忘れないようご注意ください。
※この時間までに必ず退場してください
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