
参加者確認事項（作成日：2022年 2月 16日） 

【第1項】 ご参加される場合は下記のスポーツ安全保険への加入が必要となります。  

当サーキット走行会にご参加頂く場合は、タムラインターナショナル（株）が指定す

る傷害保険に加入しなければなりません。保険期間は 2022年 4月 1日から翌年 2023

年 3月 31日までの期間、 タムラインターナショナル（株）主催のイベントに限り有

効となります。 

（1回加入すると、上記期間内は 保険料の支払いは必要ございませんが、いつ加入さ

れても終了期限は翌年の 3月 31日までとなります。）  

●64 歳以下の方年間掛金 1,850円  

（死亡 2,000万円 / 後遺障害(最高)3,000万円 / 入院(180 日限度)4,000円 / 通院

(30日度)1,500 円  

●65 歳以上の方年間掛金 1,200円  

（死亡 600万円 / 後遺障害(最高)900万円 / 入院(180日限度)1,800円 / 通院(30

日限度)1,000円  

 

加入時の年齢によって掛金が２つに分かれ、支払われる保険金額が変わります。  

また、上記保険につきましては、「自身に対する傷害保険」であることを承諾してい

る事として、 この保険では、第三者を負傷させた場合、その被害者と施設の備品破損

時を担保する損害賠償保険には加入しておりませんので、必要と感じられる場合は自

身の判断で、最寄りの保険会社で加入してください。  

この保険料の詳細に関しましては、「公益法人スポーツ安全保険協会ホームページ」

でご確認ください。                               

また、負傷時に保険金のお支払いに関しましては、直ぐに主催者に申告されないと、

翌日以降の連絡ではお支払いができない場合がありますので、十分注意してください

（重傷の場合を除く）。  

【第2項】  

一般でのお申し込みは、各会場約２か月前から、どこの会場も随時可能です。開催日

と開催場所を指定してお申込み下さい。  

【第3項】 どの開催会場の申込みも、参加料を全額お支払いされた方が正式申込者となります。

申込書や申込予約だけでは、正式な申込者になっておりませんので、十分ご注意願い

ます。 

【第4項】 参加料金をお支払い頂いていない仮申込みは、開催日から３週間前に全てキャンセル

とさせて頂きます。  

また、それ以降にお申込みされる場合、主催者の指定する保険に加入されておられな

い場合は、加入手続きの都合上、申込みをお断りさせて頂く場合がございますので、

ご了承ください。  



【第5項】 振込先の間違いや、支払い済みと思っていたなどの勘違いの問題は、全て参加者様の

責任となりますので、十分にご注意ください。  

【第6項】  

申込書にある同伴者は、走行されない参加者の事を示します。  

同伴者（走行されない方）の追加は、昼食の準備の関係上、当日の申込みは基本的に

お受けできませんので、 事前に計画を立てられてお申込み頂きますようお願いいたし

ます。 

【第7項】 １人でのご参加は、怪我やトラブルの際に第三者に非常に迷惑を掛けてしまいます。 

１人でご参加される場合、必ず同伴者の同行（運転できる方が望ましい）や、自走で

来られた場合、バイク販売店や友人に、万が一トラブルがあった場合の引き取りの連

絡を済ませて頂けることをお願いいたします。  

【第8項】 当日は、必ず走行する車両の排気量に該当する運転免許証を持参し、主催者に呈示し

てください。   

他の参加者の安全確保のため、有効な運転免許証の保有を確認できない場合には走行

会への参加をお断りせざるを得なくなります。  

【第9項】 「車両規則」に記載させていただいた通り、「GPレーサー」（ホンダ RS、NSF250、ヤ

マハ TZなどの市販、工場レーサー車両）での参加はできません。しかし、レースベー

ス車及び一般市販車を改造されたレーサー（鈴鹿８耐出場車両など）での参加は、車

両規則の条件を満たしている限り可能です。  

【第10項】液体系、エンジン改造車は、エンジン下部にオイル受けカウルの取り付けを義務化し

ておりますので、十分御注意ください。キャブレターのみの交換など、オイルキャッ

チタンクで代用できると判断した場合は、オイルキャッチタンクだけの取り付け方で

も良い。  

【第11項】鈴鹿サーキットのみ、フリー走行ができません。この会場では、先導車両つきの走行

（先導走行）のみと なります（先導インストラクター、ショップのスタッフ及びゲス

トライダーが先導します）。  

先導走行では、グループ単位で走行するため、オーバーペースに感じられることがあ

るかもしれません。その時には、決して無理をしないで下さい。前車と離れて、後車

に抜かれて行く場合でも、焦らず、無理をせず、自身の安全を最優先に、後方からの

グループが来るまでそのまま走行して下さい。後方から次のグループが来た場合、そ

のグループに安全に合流して走行してください。  



走行中、参加者は何時でも正規のピットロードを使ってピットへ戻ることができます。

走行に不安を感じた場合は、安全を最優先にピットへ戻ってください。  

【第12項】参加規則、走行に関する注意事項にのっとったフリー走行については、各クラスの走

行毎に最初の２～５周程度は（コース状況により調整）、どのクラスも先導走行を実

施致しますので、この間に自身と車両の状態をチェックすると共に、コース状況の確

認を行って慣れていってください。その後、緑旗振動掲示にて 先頭車両から順次フリ

ー走行となります。  

（Cクラスでは、緑旗の振動提示後に先導していたインストラクターは一旦ピットイ

ン致しますが、希望者には先導走行を継続しますので、当該コースが初めての方や、

初心者は先導走行を継続していただけます。安全の為にも、ぜひご利用ください。詳

細は走行前ミーティングでも説明いたします。）  

【第13項】サーキット走行経験のない方の参加も可能です。ただし、フリー走行前に、必ず先導

走行を経験してください。また、先導走行の結果、運転技術が十分でないと判断した

場合、安全確保のため、フリー走行をお断りさせていただく場合がございます。サー

キットを初めて走行される方や、ゆっくり走行されたい方は、インストラクターの先

導サービスも受けられるＣクラスをご利用ください。  

【第14項】お申込み後に住所や連絡先の電話番号を変更された場合は、必ずご報告をお願いいた

します。ご報告をいただきませんと、書類の郵送や緊急のご連絡ができません。また

変更の連絡は間違い防止のため、できる限り FAX・メールをご利用ください。 

住所や連絡先変更の、事務局への未連絡によるトラブルは、参加者様の責任となりま

すのでご了承ください。  

【第15項】会場によっては、別途「施設入場料」が必要になる場合があります（例えば、岡山国

際サーキットでは、 お一人様 1,000円が必要です）。各自ご入場の際にお支払い下さ

い。  

【第16項】主催者側ではガソリンの準備をしておりません。各施設にお問い合わせ下さるか、消

防法適合携行缶にて各自ご持参ください。なお、当日、近隣のガソリンスタンドなど

のご案内はさせて頂きます。  

【第17項】雨天の場合でも開催となります。ただし、①豪雨/暴風/濃霧などのため安全性が保て

ないと主催者が 判断した場合（その地域に暴風警報や大雨洪水警報発令）、②施設の

都合により走行が不可能となった場合、③その他やむを得ない事情が発生した場合に

は、主催者側の判断でイベントを中止せざるを得ない場合があることをご了承下さい。  

その場合は、保険料を除いた全額をご返金させて頂きますが、それ以外の損害の補償



（会場までの交通費など）は一切できないことをご了承ください。  

※天災や天候に関連して、中止の判断の有無を確認する場合は、下記にお問い合わせ

ください。  

◆開催会場のサーキットなど、施設の事務所に連絡。  

◆主催者の会社（タムラインターナショナル(株)イベント事務局）へ連絡。  

◆主催者現地携帯電話（090-3279-3110）まで連絡。  

【第18項】イベントを開始後も、事故・天候・その他安全上の理由により、予定された走行時間

を短縮せざるを得ない場合があります。その場合、イベント参加料や保険料の返金は

致しませんのでご了承ください。  

【第19項】会場でのタイヤ販売及び、タイヤ交換などの作業は致しておりません。  

最寄りのバイクショップなどで、事前に交換して頂きますようお願いいたします。  

【第20項】参加を取り消された場合の参加料の返還につきましては、以下の通りとさせていただ

きます。一部 キャンセル料が発生いたしますのでご注意ください。  

また保険料に関しましては、年間で加入する事となりますので、返還は基本的にござ

いません。  

◆開催日より 30 日前までの参加取り消し→振込手数料 600円を差し引き全額返金  

◆開催日より 15 日前までの取り消し→参加料の 10％を差し引き全額返金  

◆開催日より 14 日前～開催日前日までの取り消し→原則として、返金はご容赦下さい  

（ただし、取消し後、お申し込み頂いていた枠に、キャンセル待ちの方が入られた場合

には、15日前までの取り消しと同じ扱いとさせていただきます。開催日当日の無断キ

ャンセルについては、いかなる場合であっても返金はいたしかねますのでご注意下さ

い。）  

※参加料をクレジットカードでお支払いになられた方がキャンセルされる場合は、信販

会社利用手数料（お支払い総額の５％(税別)）を、別途、差し引かせていただくことと

なりますので、ご注意ください。  

【第21項】サーキット走行であっても、施設周辺の住民の環境保護のため、音量規制があります

のでご注意下さい （詳細については「車両規則」をご参照下さい）。ノーマル及び各

協会公認の公道用アフターパーツとして 販売されている状態の音量で、Aスケールに

よる測定方法にて 99db/A以下であれば十分参加可能ですが、それ以上の音量になるよ

うに改造したマフラーや、吸音材の消耗等で音量が異常に大きいマフラーでは（サー

キットにより緩和されている場合があります。車両規則をご確認ください）、ご参加

いただけません。  

他のサーキット走行会等で問題点を指摘されていないマフラーであればまず OKです

が、施設周辺の皆様にご迷惑とならないよう、何卒ご理解の程願いいたします。 音量



検査は基本的に行いませんが、主催者は音量測定機器を準備し、特に問題があると思

われる車両については実施させていただくことがあります。 

【第22項】走行写真撮影は、全員の撮影を行う予定ですが、状況により参加者全員を撮影できな

いことがあります。  

また会場により、全く撮影が出来ない場合があることを前もってご了承ください。  

【第23項】主催者は、走行写真を各個人または販売店に郵送すると共に、場合により、インター

ネット上にて公開し、その走行写真データの購入を各個人が行えるようにいたします

ので、ご了承ください。 

なお、インターネットへの公開を希望されない参加者の方につきましては、イベント

終了後 10日以内に申し出て頂ければ、そのご本人の走行写真などは公開いたしません。  

【第24項】サーキットステーションは各開催会場により、走行方法・開催時間・料金・レクチャ

ー等の内容が異なります。参加予定会場の開催内容を確認してお申込みください。詳

細はダンロップサーキットステーションリーフレット、諸規則の公示は DUNLOPの MC

タイヤのホームページ、「dunlop-motorcycletyres.com」 をご覧ください。  

【第25項】申し込み受付の優先順位は、参加料のお支払い日時を基準に、先着順とさせていただ

きます。  

書面等でお申込みを済ませておられましても、参加料をお支払いになっておられない

期間中に定員に達してしまった場合には参加が不可能となりますので十分ご注意くだ

さい。なお、定員を超過した後に参加料をお支払い頂いた場合には、速やかに主催者

より連絡をさせていただきますので、キャンセル待ちの登録をされるか、お支払い頂

いた参加料の返金を希望されるかをご指示下さい（なお、返金の処理につきましては、

開催日より 30 日前までのキャンセルと同様とさせていただきます）。  

【第26項】ご友人などと同じクラスで走行されたい場合は、事務局にメール等でご連絡ください。  

但し、車種・排気量ないし運転技術が異なると主催者に判断された場合には、参加規

則により、異なるグループとなる場合があることをご了承ください。また、大グルー

プでの同じクラス走行希望の場合も安全管理や施設との契約上の理由により、やむを

得ず走行時間帯が別れてしまう場合があることも、ご了承ください。  

【第27項】所持品（車両・トランスポーター・工具・装備品・貴重品など）の管理には各自十分

ご注意ください。  

イベント開催中の所持品の破損・盗難・紛失につきましては、責任を負いかねますの

でご了承ください。  



貴重品は、預かることができるサーキット施設もございます。開催施設へご確認くだ

さい。  

【第28項】医療体制につきましては、最低 1名の看護師を確保しておりますが、病院への搬送は、

施設内待機車両、 または消防署から出動する救急車を利用することになります。サー

キットとはいえ、これ以上の医療体制はございませんので、くれぐれも転倒や事故の

ないようご注意ください。  

【第29項】イベント中の事故（同伴の方やお子様などの事故も含みます）に関しては、主催者は、

主催者の故意または重大な過失による場合を除き、一切の責任を負えないことを了承

ください。ピットやプラットホームに、小さいお子様が入ることを制限している施設

もありますので、必ず、各施設の規約・指示を確認し、これに従って頂きますようお

願いいたします。  

なお、参加される方におかれましては、主催者が義務付ける保険以外に、万が一の場

合に備え、サーキットの自損ないし対人・物損事故をカバーする傷害保険・損害賠償

責任保険に加入しておかれることを強く推奨いたします。  

実例として、他の走行会イベントで、コース設備の破損、他の参加者を負傷させたた

めに損害賠償を請求、支払われている例があります。  

【第30項】イベント当日は車検を実施いたします。オイル漏れなど、安全性を脅かす状態の車両

では、走行をお断りさせていただくことがあります。また、装備につきましても、安

全が確保できない状態では走行することができません。なお、主催者が走行を認めた

としても、その車両及び装備の安全性を保障したことにはならない旨、ご理解くださ

い。安全確保については、各自、十分留意されるようお願いいたします。   

※走行車両は、良く行かれるバイクショップ店などで、予めメンテナンスを受けて頂

くことを、強く推奨いたします。  

【第31項】当日、走行参加者以外でサービスブースを使用される方につきましては、ランチサー

ビスの有無にかかわらず、あらかじめ、同伴者申込みを行っていただく必要がありま

す。同伴者申込みをいただいていない方につきましては、サービスブースのご利用を

お断りしますので、ご協力をお願いいたします。  

もし、走行参加者・同伴者様がアレルギーなどをお持ちの場合、事務局へご連絡いた

だくか、別途昼食をご持参ください。  

【第32項】参加者の個人情報は、主催者と主催者の指定するプライバシーマーク取得会社が管理

し、下記に公表した利用目的以外には、ご本人の同意なく個人情報を利用しません。  

・ダンロップサーキットステーション運営に関する、主催者からの通知・連絡（緊急

連絡先を含む）。  

・主催者ならびに住友ゴム工業（株）、ダンロップタイヤが行うサービス、情報、イ



ベントのご案内。  

・参加者からのお問い合わせ、資料ご請求などの郵送、連絡対応。  

・写真、映像、氏名、居住エリア、コメントを、主催者及び住友ゴム工業株式会社、

ダンロップタイヤの広告やイベント、ホームページ、雑誌媒体などへの掲載・放映・

宣伝に利用すること。  

・イベント開催中に撮影した写真データを、希望者が購入できるようにすること。  

・法令、人の生命、身体、財産（車両など）の保護のために開示の必要がある場合、

本人の同意が得られなくても、第 3者へ開示・提供する場合があります。  

【第33項】当該サーキットに無断で、コース撮影や走行撮影した映像を、インターネット上など

で、一般公開できない施設がありますので、必ず当該サーキットに許可を得た上で撮

影を行ってください。もし問題が発生した場合、主催者並びに後援企業、その関係者

は、それらの責任は一切負いません。  

【第34項】電話によるお問い合わせは、基本的に平日 10:00～16:00ですが、新型コロナウイルス

感染症対策の為、人員を減らし営業時間を短縮しておりますので、メールや FAXをご

利用ください。  

【TEL : 0740-33-7032 ／ FAX : 0740-33-7031（ダンロップサーキットステーション

事務局）】  

【mail : d_event@tamura-int.com】  

【第35項】参加申込みは、開催日毎に、お一人様 1回に限らせていただきます。同一開催日につ

いて同一名義で複数の申込みをなされても、1つの申込みとして取り扱わせていただ

きますので、何卒、ご了承ください（他人名義で申し込まれた場合も同様です）。な

お、販売店様やグループでお申込みの場合は、ご連絡をいただければ、内容を確認の

上、対応させていただきますのでご遠慮なくお問い合わせください。  

【第36項】「参加者確認事項」「参加規則」「車両規則」は、随時、変更・追加することがあり

ます。常に、最新の規則内容を確認してからご参加ください。（発行日時をご確認下

さい。）なお、ご不明な点がございましたら、事務局までご遠慮なくお問い合わせく

ださい。  

 


