
走行会開催概要（日光サーキット） 

開催日時：2017年 5 月 10日（水）  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￥11,000・ドリフト￥10,000（消費税・保険料・計測料（グリップのみ）含む） 

割引･･･各割引の併用はできません。予めご了承ください。 

≪団体割引≫：5台まとめてエントリーして頂くと 1台につき 1,000円割引いたします。 

≪早割≫：1か月前(4/10(火))迄にエントリーしていただくと 1,000 円割引いたします。 

≪学割≫：学生様の場合、3,000 円割引いたします。※エントリー時にエントリー用紙と学生証のコピーを一緒に FAXしてください。 

※団体申込みに関して学生が含まれる場合、学生は学割を適用。その他の人は団体割引を適用いたします。 

（例 団体申込み計 5名（内訳 社会人 2名・学生 3名）の場合 
→社会人 2名は団体割引適用：各 1,000円割引  学生 3名は学割適用：各 3,000円割引になります。） 

参加資格：普通免許所有者  参加台数：各クラス 15台（予定）  

ゲートオープン： 8時 00 分（予定）※ゲート前混雑等の場合によってはオープン時間が前後する場合があります。 

走行時間：各クラス 10分×5ヒート予定（タイムアタック・ドリコン開催予定） 

※トラブルにより時間がおした場合、それ以降のタイムスケジュールを繰り下げ、全体的に走行時間を短縮し調整いたします。 

クラス分：グリップクラス…参考タイム 初級（ 50秒～）・中級(46～49秒)・上級(～45秒) 

     ドリフトクラス…初級・中級・上級 ※各クラスとも参加台数によりクラスの統合等、変更の場合が有ります。 

申込期間：5月 2日（火）11:00 迄（申込書・振込含む）但し定員になり次第締め切りとなります。 

エントリー：申込用紙の提出及び振込の確認が完了した時点でエントリーになります。 

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・お問い合わせ先：〒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 メールアドレス： rg@tmy-net.co.jp 

振込先 ：三菱東京 UFJ銀行 滝子支店 当座預金 0410230 辰巳屋興業㈱ 
イベント（予定）：○プロドライバーによるドライビングレッスン（グリップのみ）。○新車高調フォーミュラ・イ
クス同乗走行体験！○フォーミュラ・イクス装着デモカー大集合！○レーシングギア即売会実施！○商品大相談
会：車高調のプロ・オイルのプロをお呼びします！○タイムアタック、ドリコン開催予定。（詳細決まり次第、RG HP
及び、みんカラブログにてご案内致します。） 

【注意事項】 

○申込用紙には必ず全ての項目を記載の上、アンケート用紙と合わせて同時にお送り下さい。 
○当日のクラス変更は出来ません。開催日を除く 9 日前（5/1(月))までにご連絡いただければ変更は可能です。で

すが、変更先のエントリークラスに空きがない場合、変更は出来ません。予めご了承ください 
○団体でのエントリーの際は団体名と代表者名がわかるように申込用紙の方に記入をお願いいたします。学割を適

用したい場合はエントリー用紙申込時に学生書の FAXを一緒にお願いいたします。 
○ダブルエントリーに関して。走行される方 1名につき 1名分の参加費用をお支払いください。 
（例 走行する方が 2人で入れ替わりの走行予定→2人分の参加費用を支払う事になります。） 
○本走行会は場所取り等による当日の混雑を防ぐために当日の駐車スペースを割振りさせていただきます。予めご

了承ください。 
○お申込みが受理および入金確認が出来次第、受領した旨の確認はメールもしくは郵送にて受理完了のご案内をさ

せて頂きます。5/8(月)までに受理の案内・最終案内が未着の場合は、お手数ですがお電話にてお問い合わせをお
願いいたします（辰巳屋興業（株）用品部：03-3696-0620）。 

○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未満であること。 
○運転時、同乗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）。 
※オープンカー規定が平成 29年 1月 8日より変更になっております。①ロールゲージを装着していること。②レー

シングスーツを着用していること。③フルフェイスヘルメット着用。④4点以上のシートベルト装着すること。以
上の 4点を満たす場合でないとオープン状態での走行はできません。 

○降雪、台風などの自然災害等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ので予めご了承下さい。 

○個人的な理由でのキャンセルは、開催日を除く 9 日前（5/1(月))となります。その際は、振込手数料を差し引い
て返金致します。なお、開催日より 8 日以内（5/2(火）～）の場合、いかなる理由でもキャンセル・返金等の対
応は一切できません。予めご了承ください。 

○走行する際に同乗者がいる場合は保険代として 500円かかります。当日、現地にてエントリーをお願いします。 
※オープン車両（ロードスターなど）はロールゲージの有無に関わらず、オープン状態での同乗走行は出来ません

（ルーフを閉じて同乗走行は可能）。予めご了承ください。 

mailto:rg@tmy-net.co.jp
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走行会申込書（日光サーキット） 

開催日：2017 年 5 月 10 日（水）参加費：グリップ¥11,000・ドリフト¥10,000（消費税・保険料・計測料（グリップのみ）含む） 

万が一、走行会内容に変更がありましたら弊社配信の SNS（みんカラ・フェイスブック・HP）にてご案内をさせていただきます。予めご了承ください。 

【申込用紙には必ず全ての項目を記載の上、アンケート用紙と合わせて同時にお送り下さい。】 

※1本走行会は当日の駐車スペースを事前に割振りさせていただきます。最終案内を郵送させていただく際に使用させて 
いただきます。必ずご記入ください。5/8（月）までに書類が未着の場合はお手数ですがお電話にてお問い合わせを 
お願いいたします（辰巳屋興業（株）用品部：03-3696-0620）。 

※2エントリー完了の案内をメールにて送らせていただきます。出来るだけメールアドレスの記載をよろしくお願いいたしま 
す。また、パソコン用のアドレス以外をご記入の場合、メールが届かない場合があります。エントリー完了の案内が未着 
の場合は、お手数ですがお電話にてお問い合わせをお願いいたします（辰巳屋興業（株）用品部：03-3696-0620）。 

※3メールアドレスは今回のエントリー完了の案内のみに使用させていただきます。 
【希望クラスに○印をお願い致します。】 
グリップ                     日光サーキット参考タイム          

【グリップ参加者限定プロドライバーレッスン企画 あり！参加の方は別途申込用紙も記載をお願いいたします。】 
初級 中級 上級 

ドリフト 
初級 中級 上級 

（参加台数によりクラス数変更有り） 
※当日のクラス変更は出来ません。開催日を除く 9 日前（5/1(月))までにご連絡いただければ変更は可能です。 
ですが、変更先のエントリークラスに空きがない場合、変更は出来ません。予めご了承ください。 

【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。 
参加に当たり、走行会開催概要、走行規定 の確認を行いました。また、開催サーキットの走行規定に従う事を承諾いたし
ます。本大会に関連して撮影された私、または私の車両が撮影された写真や映像、競技結果やその他記録を、本大会主催
者もしくは後援会社が販売促進や宣伝活動に自由に利用することを許可します。 
 

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                ㊞ 
お問合せ先：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 0410230 辰巳屋興業㈱ 

ふりがな  
性別 男・女 年齢 歳 

氏名  

住所※1 〒           

TEL  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ※2.3  

車種  型式  車の色  

団体名 
（団体の方のみ記入）  代表者名  

【少人数の友人と参加される場合】友達と参加し、使用ＰＩＴを隣にしてほしい場合、友人名を記入してください。 
※必ずしも隣になるわけでは有りません。予めご了承ください。団体申込みの際は記載不要です。 
友人氏名： 計     名 

http://www.tmy-net.co.jp/161127_soukoukai_nikkou_pro.pdf
http://www.tmy-net.co.jp/161127_soukoukai_nikkou_kitei.pdf
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アンケート（申込書と合わせて FAX をお願い致します） 

該当項目に○印、またはご回答ください。 

 

お名前                       
 

参加クラス  （グリップ ・ ドリフト）  （初級  ・  中級  ・  上級） 

① 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                 

② RG みんカラ・Facebook を見たことありますか？ 

見たことある  みんカラなら見た   Facebook なら見た   ない    

☆ID お持ちの方は是非お友達登録、イイネ！を押していただければ幸いです。 

③ 差支えなければ現在装着している車高調を教えてください。 

メーカー名                   商品名                   決め手                 

④ つけてよかったパーツがあれば教えてください。差支えなければメーカーと品名を教えてください。 

ある  ない   メーカー名              品名                              

⑤ 現在使用しているエンジンオイルを教えてください。 

メーカー名                   商品名                          W          

⑥ 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。 

１、量販店 ２、タイヤショップ ３、通販 ４、チューニングショップ ５、ディーラー ６、整備工場  

  記載例） ３→１→４→２→６→５             →      →      →      →      →        

⑦ 主に作業（商品取付）を依頼されるところはどこですか？ 

記載例） スーパーオートバックス○×店、 カーショップ△× 栃木県日光市  など 店舗名、住所まで記載ください。 

ショップ名（                                      ）   ・自分で取付  

⑧ 今回の RG 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  その他            

⑨ 今回の RG 走行会の決め手になったものは何ですか。 

エントリー料金  日程が合った  友達が行くから  毎回 RG 走行会に参加している  その他（          ）                      

⑩ 普段はどこの走行会に参加してますか。また、その走行会への参加の決め手は何ですか。 

運営                       開催場所                  決め手                 

⑪ 普段どこのサーキットを走行してますか。また、RG 走行会を今後どこのサーキットで開催してほしいですか。 

普段行くサーキット名                      希望サーキット名                      

⑫ 走行会で行うイベントで実施して欲しいもの、求めるものはありますか。 

例）ドライビングレッスン、 即売会、 走りにとことん集中したい など 

                                                                   

アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。 

SNS で製品情報やキャンペーン情

報を配信中！是非、この機会にお友

達申請・イイネを押してください！ 



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、 

当該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（申込書著名者）。 

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） ※半キャップ禁止！ 

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） ※操作性・安全性の向上 

④ 長袖・長ズボンの着用 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 オープンカーで走行する場合 

・ロールゲージを装着している事。 ・レーシングスーツを着用していること。 

・フルフェイスヘルメット着用している事。 ・4 点以上のシートベルト装着すること。 

以上の 4 点を満たす場合でないとオープン状態での走行はできません。 

満たさない場合はオープンカーは幌（屋根）を閉めて走行する事。 

同乗走行の場合、ロールゲージの有無に関わらず、オープン状態での同乗走行は出来ません。 

ロードスターなどの車両でご参加される方はご注意ください。 

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。 （無視をした者は退場の場合有り） 

○青（緑） 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。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。 


