日光サーキット走行会
開催日時：2012 年 12 月 19 日（水曜日）
開催場所：日光サーキット

栃木県宇都宮市高松町 984

参加費用：グリップ¥12,000 ドリフト¥11,000（消費税・保険料含む）
参加資格：普通免許所有者
参加台数：各クラス 15 台（予定）
走行時間：各クラス 15 分×5 ヒート（模擬レース・ドリコン含む）
クラス分：グリップ初級・グリップ中級・グリップ上級 （参加台数により変更有り）
ドリフト初級・ドリフト中級・ドリフト上級 （参加台数により変更有り）
申込期間：12 月 10 日（月曜日）迄 但し定員になり次第、締め切りとさせて頂きます。
申込方法：申込書フォームとアンケート用紙に必要事項をご記入の上、FAX または郵送にて下記申込先
までお送りください。その後 3 日以内に下記指定銀行口座にご入金ください。
※振込手数料は参加者様のご負担でお願いいたします。
申込先 ：〒124-8538 東京都葛飾区西新小岩 3-8-4
辰巳屋興業株式会社 用品部 TEL：03-3696-0620 FAX：03-3696-6721
振込先 ：三菱東京 UFJ 銀行 滝子支店 当座預金
問合せ先：メールアドレス

410230 辰巳屋興業㈱

rg@tmy-net.co.jp ホームページ

http://www.racinggear.co.jp/

イベント：○グリップ上級・中級クラスは昼明け 1 ヒート目で 7 周の模擬レース。
ドリフト上級クラスのみ昼明け 1 ヒート目にドリコン（ルーレットにて 1～4 コーナーを審
査）
。模擬レース・ドリコンの上位者には賞品プレセント。
○じゃんけん大会。
○デモカー同乗走行。
ショップ：風間オートサービス様、SEEKER 様、BAD moon Racing 様 etc 参加予定 順不同
注意事項：○参加者は主催者またはサーキット側の規定に準じルールとマナーを厳守してください。
○参加車輌の排気音量は走行中 105db 以下であること。
○運転時の服装で必ず着用するものは、ヘルメット（半キャップ不可）、レーシンググローブ、
シートベルト（3 点式以上）
、長袖、長ズボン、レーシングシューズ（またはスポーツシュ
ーズ）です。
○降雪、台風などの自然災害によりサーキットが使用できず中止の場合、他の開催日に延期
になります。その際の返金は致しません。

日光サーキット走行会申込書
開催日：2012 年 12 月 19 日（水）
参加費：グリップ¥12,000
ドリフト¥11,000（保険料込み）
氏名

性別

男・女

年齢

歳

住所
連絡先

車名

型式

グレード

希望クラスに○印お願いします
グリップ

日光サーキット参考タイム

初級

中級

上級

初級

中級

上級

ドリフト
（参加台数によりクラス数変更有り）

誓約書
私は、（同乗走行者を含む）走行会において起こった死亡・負傷・その他の事故で私及び同
乗者の受けた損害について決して、サーキット・主催者・係員等及び参加者に対して非難し
たり、損害賠償を要求したりしない事を誓約いたします。
このことは事故が主催者・係員の手違いなどに起因した場合でも変わりありません。また私
が起こした事故に起因する損害は全て私が責任を負うことを誓います。
運転者は参加するに当たって標準能力をもっている事並びに、参加車両についても
コース・スピードに対して適格であり、かつ走行が可能なことを誓います。
不可抗力により当走行会が中止になった場合でも参加費は返却されない事を承諾いたしま
す。
参加者署名捺印
㊞
上記運転者が、満 20 歳未満の場合は下記に署名捺印をお願いします

保護者署名捺印
問合せ先：辰巳屋興業㈱ 用品部 住所：東京都葛飾区西新小岩 3-8-4
TEL：03-3696-0620 FAX：03-3696-6721 E-Mail：rg@tmy-net.co.jp
振込先：三菱東京 UFJ 銀行 滝子支店 当座預金 410230 辰巳屋興業㈱

㊞

アンケート
該当項目に○印、またはご回答ください。
① 性別は？
男性

女性

② 年齢はおいくつですか？
歳
③ 現在お乗りのお車の車種と型式と年式は？（複数回答可）
車種

型式

年式

④ 定期購読している雑誌はございますか？（複数回答可）
ある

ない

雑誌名

⑤ スマートフォンをお持ちですか？
持っている

持っていない

⑥ SNS（みんカラなど、ソーシャルネットワークサービス）の ID をお持ちですか？お持ちの方は
サイト名を教えていただけますか？（複数回答可）
持っている

持っていない

サイト名

⑦ 良く見る SNS はございますか？ある場合はサイト名を教えていただけますか？
ある

ない

Facebook

LINE みんカラ mixi Twitter 他

⑧ RG みんカラを見たことありますか？また ID はお持ちですか？
見たことある

ない

ID ある

ない

☆ID お持ちの方は是非お友達登録お願いします

⑨ 現在使用しているアフターパーツを教えていただけますか？（複数回答可）
車高調 ダウンサス タイヤ・ホイール ブレーキ系

駆動系 排気系 吸気系 冷却系

メーター エアロパーツ アライメントパーツ インテリア
補強パーツ 添加剤 カーセキュリティ HID LED

オーディオ カーナビ

ハロゲンバルブ

その他

⑩ 装着しているパーツはどちらで購入されましたか？購入頻度の高い順に番号を記入して下さい。
カー量販店

タイヤショップ

ディーラー

整備工場

通販

チューニングショップ

⑪ 現在お乗りのお車で不満な点はございますか？あれば、内容を教えていただけますか？
ある

ない

内容

⑫ この商品がこのくらいの値段であれば購入したいと思う商品があれば教えていただけますか？
（欲しいけど値段が高い商品、複数回答可）
商品

値段

商品

値段

商品

値段

商品

値段

⑬ 今回の走行会を何で知りましたか？
雑誌

SNS

RG ホームページ

ショップ

友人

アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。

その他

走行規定 （ルール＆マナー）
1

利用者（走行する者）
① 普通自動車運転免許証所有者で責任のある言動・行動の取れる者であり、
日光サーキットの規定を守り、関係者・スタッフの指示に従える者（誓約書著名者）
。

2

走行時の服装
① ヘルメットの着用（フルフェイス、またはジェット型）
② グローブの着用（指先まで隠れる物）

※怪我防止・安全性向上

③ 運動靴の着用（レーシングシューズが望ましい）
④ 長袖・長ズボンの着用

※半キャップ禁止！

※操作性・安全性の向上

肌の露出を少なくして怪我の防止

⑤ 同乗者もヘルメット、長袖、長ズボンを着用する事！
3

走行車両
① 点検整備された安全な車両で下記の規定に準じている事
② タイヤはスリップサインの出ていないものを使用する事
③ 水漏れ、オイル漏れがない車両である事
④ 衝突・横転などでドライバー及び乗員の安全を確保できる車両である事
⑤ 3 点式以上のシートベルトが装着されている事
⑥ 消音効果のあるマフラー（サイレンサー）を装着している事（音量制限 105db 以下）
⑦ バッテリーターミナル（＋）部のテーピングをする事
⑧ ブレーキマスターシリンダー部のフルードタンクキャップのテーピングをする事
⑨ ヘッドライト・テールランプ・ウインカー等のレンズ類のテーピングをする事
⑩ オープンカーは幌（屋根）を閉めて走行する事。
（ロールバー装着車はオープンでの走行可）

4

走行の注意
① シグナルフラッグに注意し、それに従うこと。
○青（緑）

（無視をした者は退場の場合有り）

旗・・・走行開始、走行 OK、走行続行 etc

○黄

旗・・・前方注意、スロー走行、ドリフト中止

○赤

旗・・・走行中断、（コース上に危険アリ、ピットロードに整列）

○黒

旗・・・振られた車両は退場（オイル漏れ等の危険がある場合）

○白×黒

旗・・・走行終了！速やかにピットに戻ること（チェッカーフラッグ）

② 走行中は、人が乗っている側の窓は必ず閉めてください
③ コースインする場合は、必ず決められた服装を守り、シートベルトを装着する事
④ 走行終了時（ピットに戻る時）は、スローダウンし速やかにピットに戻ること
⑤ ピット・パドック内は、必ず徐行する事！
その他
○サーキットの施設及び機材を壊さない事
○ゴミは投げ捨てない事！（ゴミは各自持ち帰り。タバコの吸殻は持参した携帯灰皿等に）
○人として最低限のマナーを守りましょう。日光サーキットを来た時よりも美しく！
※以上の規定が著しく守られていない者は、退場していただきます。

