第 6 回 調布多摩川支部 有志実行委員会

｢ クルマを楽しもう!! みんなで走ろう ファミリーサーキットデイ ｣

募集要項

月日、場所 ： 平成 28 年 3 月 13 日(日曜日) 袖ヶ浦フォレスト レースウエイ 千葉県袖ヶ浦市林 348-1 にて

（調布インターより 海ほたる経由で 凡そ 1 時間 20 分くらいです） www.sodegaura-forest-raceway.com
参加者

： 1. 本催しの主旨にご賛同いただけ、マナー、規則を順守頂ける方々
2. 実行委員会が要請したクラブ関係者、或は認めた方々

参加車輌

：

ご自分の車輌/ファミリーカー、RUV、軽自動車、スポーツカー、レースカー、クラッシックカー等/で、
其々の安全基準を満たしている車両、登録車両に於いては直近の点検を受けている車輌。

イベントの内容： 日常では走行体験する事の稀なサーキットを貸し切り状態にし、様々な走行の為の時間枠を設け自動車の
本来の目的である「走る事の楽しさ」を其々のレベルに応じて楽しんで頂きます。
また、ご来場のご家族などに楽しんで頂く為の、クラシックカー撮影会や同乗体験なども企画
しています。尚、主催者の都合で中止した場合は予備日に開催いたします。また、場内での
事故、怪我は全てが自己責任です、主催者は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
また、保険のご加入等の御希望が有る場合はご自身でご手配ください
＊各参加車輌には上限

車輌クラス

車輌クラス

95db の騒音規制が設けられています。超える車両は走行不可です。
車輌のカテゴリー

A

ファミリーカー、ハイブリッドカー、RV、軽自動車、等の一般乗用車

B

スポーツカー、レース車、等の車輌

C

クラシックカー（国産車、輸入車問わず）、

D

Vintage Car /戦前の車両中心、（例：MG は TC まで、詳しくはお問合せください）

E

主催者用意車両、或いは持込車輌

走行クラス

1.

パレードラン/定員まで同乗可/ヘルメット不要/ペースカー先導あり

15 分ｘ2

2.

スポーティーな走行/ライセンス所持者は同乗者可/装備必要/1 周のペースカー先導あり

15 分ｘ2

3.

スポーツ走行/ドライバーのみ/装備必要/計時なし/フリー走行

15 分ｘ3

4.

スポーツ走行/ドライバーのみ/装備必要/計時あり/フリー走行/グリットスタートあり

15 分ｘ3

5.

Vintage Car スポーツ走行/標準装備/計時有り/

15 分 x2

6.

サーキットタクシー/それぞれの車両の助手席で同乗体験走行/ヘルメット必要

3Lapx2

1972 年を中心とした国産、輸入車のヒストリックカーのレース形式走行会、車両規定、車検あり

予選決勝 30 分

TBCC

＊各人、各車輌は重複のクラスにエントリーすることが可能です。
クラス 2.で同乗者がある場合、サーキットでの経験を証明する書類（何れかのコースライセンス等）を提示いただきます。
参加費用

＊各人、車輌は重複クラスのエントリーが可能です。運転免許証の所持が走行する為の条件です。

走行クラス

対象の車輌クラス

1

A.B.C.

2

A.B.C.

3

参

加

費 用/及び参加者

同乗

6.000 円

不要

定員

〃

12.000 円

必要

可/条件有

A.B.C.

〃

14.000 円

必要

不可

4

A.B.C.

〃

18.000 円

必要

〃

5

D Vintage Car

〃

10 台で催行の場合/25.000 円 必要

〃

6.

E .用意車輌/持込車両

その他.

同伴ファミリー/ビジターパス

何れも 1 台/１ドライバー

装備

参加者 1 名

5.000 円

必要

小学生以上のクルー、ご家族/ビジター

1.500 円

－

－

＊ダブルエントリー以上の場合、最安の参加クラスの参加費が半額になりますがサービス分はカットされます。
＊上記の参加費は何れも 1x ドライバー分の昼食/フリードリンク付です
＊就学前児童の同伴がある場合に参加費は不要ですが氏名登録は必要です
＊申込書を Fax.送信なさる場合は 042-486-7735 へお願いします、同時に必ずその旨のご連絡を下さい。

＊Vintage Class の参加費は 2/20 日の締切日以降、ご参加者にお知らせいたします。
＊ 参加者登録済みの女性、及び中学生以下のお子様にはスイーツのプレゼントがあります。
＊ご家族/ビジターの内参加費が不要な年齢の参加者で昼食券のみをご希望の場合は別途お問合せ下さい。
＊同一のドライバーが同一車両で複数のクラスにエントリーする場合は参加費の最も低いクラスの参加費が
半額になります。但し、ドライバーの昼食引換券及び他の特典はカットとなります。
＊保険などの加入が必要な場合はご自身でご用意、ご加入ください。

ご注意事項
最後にご参加に当たってのご注意事項です。
1. 場内での飲酒、アルコール飲料類の持込はもちろんの事、いわゆる、酒が残った状態での入場はお断りします。
2. 場内での火気使用は一切出来ません、喫煙の場合の火気使用は定められた場所の範囲内でのみ可能です。
3. 事前の車両点検を充分に受けてご参加下さい。
4. 安全確保やサーキット走行の為の講習を当日に受けて頂きます、このドライバーズミーテイングに欠席の場合
は当日の走行ができませんのでお時間には余裕をもってご参加下さい。
5. 受付時間は 7：00～7：30、ブリーフィング開始 7：30～、開会式 8：00～、閉会式 15；30 の予定ですが
詳細は申し込み受理後にお渡しする「タイムスケジュール」に準じます。
6. 当日会場のゲートオープンは 6：30 です。
＊当日は AUDI 調布による新型モデル試乗会、等も予定しています。申込方法等はお問合せをお願いします

＊参加費用のお支払いは下記へ
銀行及び口座番号： 八千代銀行 調布支店 普通預金口座 0558579
口座名： 調布多摩川支部 有志実行委員会 代表 田中伸一 です
参加費用をお振込で入金いただけます、但し、必ず参加者名でお振込を下さい。
御振込人名が参加者名と異なる場合は必ず事前にお知らせを下さい。
また、恐れ入りますが、お振込料はご負担頂きます様宜しくお願いを致します。

お申し込みは 2 月 20 日（土）までに受付工場へ
＊2 月 20 日までのお申し込みについてはプログラムにリストされます
主な受付工場
社名
山口 邦男

担当者

Tel.
042-483‐3255

Fax.
042-482-3732

E-Mail
kana1125@crocus.ocn.ne.jp

遠山
関口
小谷
吉富
松本
宮崎

042-482‐3284
042-482-5161
042-482-4520
042-443-1066
042-378-1670
042-247-7111

042-480-4565
042486-0088
042-482-8197
042-443-1067
042-377-3360
042-249-1335

chofu-mo@jcom.home.ne.jp
seibu.hm@tokyo.email.ne.jp
ccsc@cameo.plala.or.jp
info@rossocorsa.co.jp
atsushi@kurumayasan.net
miyazayo@tokyo-nissan.co.jp

山田自動車工業
山田
㈱シーザートレーデイング 中島

03-3480-7164
042-488-2222

03-3480-7164
042-480-2200

gofirst@nifty.com
caesar@pop16.odn.ne.jp

㈲ビープラス
調布自動車工業㈲
㈲永田モータース
㈲オートメデイック

042-499-9966
042-483-4354
042-378-0701
042-488-5562

042-485-8677
042-483-4355
042-378-0739
042-486-7735

bplus@2ndmotors.co.jp
chofujiko@max.hi-ho.ne.jp
nagatamotors@olive.plala.or.jp
tech@automedic.co.jp

㈲調布モータース
西武日野モーター㈱
㈲調布自動車 SC
㈲ロッソコルサ
㈲松本自動車 くるまやさん
東京日産販売㈱
新車のひろば三鷹店

田村
石倉
永田
田中
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