
◇開催日　 ：2023年4月28日（金）　雨天決行
◇受付期間 ：3月21日（火祝）0：00～4月9日(日）23:59　もしくは定員になり次第終了。
◇開催場所 ：筑波サーキットコース2000　〒304-0824茨城県下妻市村岡乙159

　入場はDゲートよりお入りください。ゲートオープン6:00、パドック入場は6:30

◇参加資格 ：参加規約を理解された方。・マナーを持って行動できる方。
：運営スタッフの指示に従って頂ける方。・安全第一に走行できる方。
：走行車両に乗るための該当免許所持者。・サーキットライセンスは不要です。
：※未成年者の方は親権者の署名・捺印が必要です。

◇走行車両 ：初級、中級クラスは、保安基準に適合した「公道が走行できる状態」の二輪車　（前照灯、方向指示器、制動灯が動作すること）のみ。
：アメリカン、スクーター、排気量200cc以下、スリックタイヤ、オフタイヤ装着車は走行不可。
：※当日の車検にて、不適合車両であった場合、走行はできません。尚、車検後に前照灯、方向指示器、制動灯を取り外すことは構いません。

◇募集クラス/人数
①初級クラス ②中級クラス ③上級クラス

走行時間 20分ｘ3本 走行時間 20分ｘ3本 走行時間 20分ｘ3本
（コースイン、アウト時間含む） （コースイン、アウト時間含む） （コースイン、アウト時間含む）

走行内容 慣熟5周後フリー走行 走行内容 慣熟3周後フリー走行 走行内容 慣熟3周後フリー走行
募集人数 70名（A/Bグループ各35名） 募集人数 70名（C/Dグループ各35名） 募集人数 35名（Eグループ）
参加費 18,700円（税込） 参加費 18,700円（税込） 参加費 18,700円（税込）

保険料、タイム測定費含む 保険料、タイム測定費含む 保険料、タイム測定費含む
参考タイム 参考タイム 1分16～25秒 参考タイム 1分～1分15秒

◇ブリーフィング ：8:50からブリーフィング（走行説明）を行います。※2階VIPルーム又はピット前パドックを予定しています。当日ご案内いたします。
　走行される方は必ず参加してください。※不参加の場合、走行できません。

◇申込受付 ：受付サイト「ライディングスポーツエントリー」に会員登録の上、本イベントの参加申込登録を行ってください。
　　https://entry.ridingsport.com/ds7700/index.html
：※参加費用のお支払い方法はカード決済のみです。※２りんかんポイントの付与、ご利用は出来ません。
：※申込の確認は、上記サイトに ログインしていただき、ご自身のマイページにてご確認ください。
：※エントリー完了後に、登録内容の変更は出来ません。また理由の如何を問わず、お申込後のキャンセル・返金はお受けできません。

◇参加受理 ：ライディングスポーツエントリーにて申込、参加費の決済確認が取れ次第、4月20日頃に受理書を発送致します。
：受理書に添付の誓約書にサインの上、当日お持ちください。※未成年者の方は親権者の署名・捺印が必要です。

◇当日持参 ：参加受理書・誓約書・運転免許証･健康保険証・走行に必要な装備、車両。トランポの方は鍵を忘れないよう気を付けてください。
：お食事は会場内レストランをご利用、または、お客様自身でご持参ください。

◇レンタル装備 ：初級クラスに申込の方で、サーキットを走る為のライダー装備（ツナギ、ブーツ、グローブ）を持っていない方に限り、
　装備品を無料レンタル致します。ご希望の方はエントリー完了後、事務局まで電話でお問合せください。
：◇レンタル受付開始:3月22日(水)　～　受付締切：4月10日（月）
：◇受付時間：平日AM10時～PM6時（レンタル受付電話：048-499-7700）
：※数量/サイズに限りがありますのでご希望に添えない場合も御座います。
：※レンタル装備品を破損・汚損させた場合、修理代もしくは商品代実費をご請求する場合があります。

◇その他 ：本イベントは「体験走行会」です。無理な走行はしないでください。転倒、怪我は自分持ちです。
：リザルト（タイム結果）は、クラスの全走行が終了後、お渡しします。仕分け作業に時間が掛かりますので予めご了承ください。
：走行されるライダーはもちろんですが、同行者の方も、場内でのアルコール摂取は禁止です。
：万が一、転倒して自走不能になっても主催者は運搬できません。レバー、ペダルなどスペアパーツの準備をしてください。
：全クラス走行終了後、15:40頃より筑波サーキットライセンス講習会を行います。ご希望の方はご参加ください。
　（受理誓約書の発送時に、ご案内をお送りいたします）

◇主催者 株式会社２りんかんイエローハット/２りんかんイベント事務局　
〒351-0111　埼玉県和光市下新倉5-11-１ 2階 TEL048-499-7700 　FAX048-499-7701
不明点、ご質問等はこちらのアドレスまでお問合わせください。　nirindo.2rinkan@gmail.com

２りんかん　筑波サーキット体験走行会　【コース2000】 【　①参加案内　】

パドック内はヘルメット無しでの走行禁止です。
移動する場合はエンジンを掛けずに手押し、
もしくはヘルメットを被って徐行してください。

サーキット走行が初めての方や走行経験の少ない
方、ゆっくり走りたい方向け

サーキットの走行経験があり、じっくり走りたい方
向け サーキットの走行経験が豊富な方

※記念撮影及び走行写真のプレゼント、アフターミーティングはございません。

レーサー不可 レーサー不可 レーサー可
レンタルツナギ貸出　可 レンタルツナギ貸出　不可 レンタルツナギ貸出　不可

-



◇ライダー装備 ：ヘルメット オフロードタイプ、ジェットタイプ、システムタイプは不可。JIS2種以上の規格をとっているフルフェイスのみ
：ブーツ 革製のレーシングブーツ　※ショートタイプのブーツ、ライディングシューズは不可
：ツナギ 革製のレーシングスーツ（1ピースタイプ）セパレートタイプﾟは、上下ファスナーで一体になるものであれば可
：グローブ 革製のレーシンググローブ（手首まで覆う革製、プロテクター入りが望ましい）
：※ご不明な場合は２りんかん各店もしくは事務局にお問合せください。
：※ライダー装備の事前確認は行ないませんが、走行前整列時に確認を行います。
　　　サーキット走行に不適切な装備と判断した場合は走行をお断りする場合も御座いますので、ご注意ください。

◇車両準備 ：チェーン サービスマニュアル等を参考に調整して下さい。適正でないと外れたり、切れる可能性もあります。
：オイル ドレンボルトやオイルエレメント付近からオイル漏れや、にじみがないかしっかりチェックして下さい。

市販のブリーザーパイプを付けているときは、必ずオイルキャッチタンクも取り付けて下さい。
：タイヤ 摩耗がひどかったり、釘等の異物が刺さっていたりしないか外観のチェックもしっかりとして下さい。

空気圧は当日、タイヤサービス（ブリヂストン）にて調整出来ます。

：ブレーキ サーキット走行はブレーキに負担を掛ける為、ブレーキパッドの残量確認をして下さい。
：ミラー 車検前に、ミラー部分にテーピングを行ってください。取り外してもOkです。
：レンズ類 ウインカー、ヘッドライト、リフレクターにはテーピングを行い、転倒時の飛散防止を必ず行って下さい。

（テープング用のテープを受付に用意します。ご自由にお使い下さい。）
：予備パーツ　転倒によってブレーキ/クラッチレバーやペダルが折れてしまうと走行はもちろん帰宅出来ないことも

起こりえますので、予備パーツを持参することをおすすめします。
：※マシントラブルでコース上にオイルやパーツを落とすと大変危険です。事前の整備は、充分に行って下さい。
　　 落下してしまったパーツの回収は出来ない場合があります。

◇インカム・カメラ ：インカム及びカメラをヘルメット及び身体に装着しての走行は禁止です。振動や転倒により落下してコース内に残ると、
　他の参加者様に迷惑が掛かってしまうため。　カメラにつきましては車体にネジ留めして落下防止用にワイヤー等を繋げてください。

◇保険加入 ：参加者の方にはサーキット傷害保険に加入（参加費に含む）していますが、基本的に通院、入院、治療費等はすべてご自身の
　負担となります。参加日当日は必ず保険証をお持ち下さい。（入院保険金（1日につき）5,000円　　手術給付金50,000円）
　※入院、手術をした場合に保険金が支払われます。通院のみの場合は適応されませんのでご注意ください。

◇転倒・負傷した
場合

◇会場について

※トランポにて来場される方は、走行車両・装備品をおろした後、第2駐車場(P2)に車を移動してください。
※コントロールタワーより先は【駐車・駐輪禁止】とさせていただきます。
：初級クラスに申込の方で、サーキットを走る為のライダー装備（ツナギ、ブーツ、グローブ）を持っていない方に限り、
　装備品を無料レンタル致します。ご希望の方はエントリー完了後、事務局まで電話でお問合せください。

◇当日受付 ：受付、車検時間に遅れると、走行出来ません。　遅刻の無い様、時間には余裕を持ってお越し下さい。
：筑波サーキットは6時よりゲートオープンします。Dゲートより入場し、係員の指示に従ってください。入場は6時半となります。
：受付は、Aパドック/トイレ脇の２りんかんテントにて行ないます。（※7:00～8:00の間）
：受付手続きは受理書の確認と誓約書の回収を行ない手続き完了となります。忘れずにお持ちください。
：受付でゼッケン及びタイム測定器をもらってください。　(ゼッケン3枚、タイム測定器を固定する為のタイラップは配布いたします)
：ゼッケンを貼付、テーピング、測定器の取付をおこない、車検を受けてください。
　 レンズ類飛散防止の為のテープングテープを受付にご用意いたします。ご自由にお使いください。

◇走行手順 ：タイムスケジュールにて参加クラスの走行時間を確認し、10分前にパドック整列をしてください（コントロールタワー前）。
　その後、案内に従いコースインしてください。※走行終了後の車両と交差する危険があります。必ず事前整列してください。
：全クラスとも必ず慣熟走行を行います。その間は先導者及び前の車両の追い越しは禁止です。
　※フリー走行開始直後の転倒が非常に多いです。赤旗で走行中断となった場合、そのクラスや次の走行クラスの走行
　　時間が短くなり、他の参加者に迷惑が掛かりますので、充分注意してください。

◇注意事項 ◇本イベントは「サーキット体験走行会」です。走行タイムが早い場合、主催者判断で走行を取りやめていただく場合があります。
◇本規約に反する行為をされた場合、主催者判断で一切の走行を中止していただく場合があります。
◇本イベントにおける写真、映像、音声など肖像権に関する権限は主催者にあるものとし、第3者に対してその使用を許可できるものとします。
◇主催者スタッフ及びオフィシャルの指示に従い、本走行会がスムーズに運営できるようにご協力下さい。
◇サーキット走行中にガス欠しないように残量に注意してください。
◇コース以外の場所は全て徐行です。事故の防止に気を配って下さい。
◇タバコの吸い殻、ジュースの空缶等ゴミは各自にて所定の場所に捨てて下さい。

２りんかん　筑波サーキット体験走行会　コース2000 【　②参加規約　】
体験走行会に参加するにあたって車両や装備品など下記チェック事項を確認の上、整備・準備を実施してください。　きちんとチェックし、万全な状
態で望みましょう！周りに対しての気配りも事故防止の上でも大変重要です！尚、事前の準備や整備でわからないことがありましたら、２りんかん
各店にご相談下さい。尚、当日の車検員の判断で走行をお断りした場合でも、参加料はお返し出来ません。くれぐれも車検落ちすることのない様
に整備してご参加下さい。皆さんの安全と楽しい走行の為、ご理解・ご協力お願い致します。

当日使用できるPITは、『No.12～No.29』です。
No.30～No.32、コントロールタワー奥のNo.1～No.11は使用できません。
また、PIT前のパドック及びフェンス沿い、ウォーミングアップ場は4輪駐車禁止とさせていただきます。

転倒して負傷した場合、緊急救助・病院手配などの対処は出来る限りさせて頂きますが、
入院・手術等の対応はご家族、関係者の方に来て頂いて対応してもらう事になります。
また、壊れたバイクの修理や輸送については主催者側では一切ご対応致しかねます。
参加者ご自身で手配して頂く事になります。万が一に備えて家族、関係者の連絡先や帰宅方法などご準備ください。
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※コントロールタワー奥、２階ＶＩＰルームにて実施予定となります

ライセンス講習会は、約1時間30分前後掛かります

パドック入場AM6：30 ※入場開始までパドックへの進入、ならびにピットスペースの場所取りはご遠慮下さい。

ゲートオープンAM6:00
※会場守衛スタッフの指示に従い、整列をお願いします。

・ 自走参加者の方は、ピット及びピットスペースには限りがありますので、譲り合って使用してください。 ・ サーキット施設及び計測器などの破損、計測器の持ち帰り等は、別途請求させていただきます。

・ 皆さんはライダーです。　参加者の全員が楽しめる様、自覚を持った行動をとりましょう。 ・ エントラント安全のため、コースオフィシャルのフラッグや指示には必ず従ってください。

・ 初心者の方も多数走行します。技術も走行ラインもさまざまです。良識のあるマナーが必要です。 ・ 当日、走行に関する注意、変更点などをライダーズブリーフィングで連絡しますので

・ タイムスケジュール通りで進行いたしますので、時間厳守でお願いいたします。 　 必ずブリーフィングには参加してください。参加されない方は走行できません。

・ 喫煙については、定められた場所のみ可能です。（ピット及びピットスペースでの喫煙はご遠慮下さい） ・オイル漏れなど、危険と判断された車両は即走行停止になります。

：初級クラスに申込の方で、サーキットを走る為のライダー装備（ツナギ、ブーツ、グローブ）を持っていない方に限り、

　装備品を無料レンタル致します。ご希望の方はエントリー完了後、事務局まで電話でお問合せください。

２りんかん　筑波サーキット「コース2000」体験走行会 2023/4/28 Fri
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車検 7:30～8:30

ブリーフィング 8:50～9:40

上級クラス
Eグループ

中級クラス
Dグループ

【　タイムスケジュールはコース状況や天候、その他の理由によって変更する場合が御座います　】

ライセンス
講習会

初級クラス
Aグループ

受付 7:00～8:00
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体験走行会に参加のお客様を対象に　「筑波サーキット ライセンス取得講習会」　の案内です。

当体験走行会を通じて、よりサーキット走行に魅力を感じて頂いた方へステップアップのサポートとして

筑波サーキットライセンスの取得手続きの軽減を目的とした特別講習会を開催します。

＊筑波ライセンスを取得する事で、「筑波サーキット会員走行枠」での走行が可能になります。
（貸切日以外、月10日前後開催）

＊通常２時間半の講習が軽減され、実技走行も免除されます。（取得費用は変わらず、下記参照）

＊２りんかん体験走行会にエントリーし、当日走行された参加者様が受講取得出来ます。

講習内容 ： アフターミーティング終了後、1時間30分前後（会員制度・走行予約方法の説明等）

必要な物 ： 身分証明書、写真１枚（後日郵送でもOK）

申込方法 ： エントリー時にご選択、及び当日のブリーフィング時にお伺い致します。

取得方法 ： 入会申込書の記入後、お客様→筑波サーキットとのやりとりになります。
　　　　　　　　（入会申込書に、当社走行会の走行証明を記載します。）

取得料金 ： 筑波ライセンス：27,650円、ファミリー限定ライセンス：18,650円　※4月入会の場合

（会員走行は、20分2,300円～　）

※ご入会(受講)される月および年齢により料金が異なります。

詳しくは筑波サーキットHPをご確認下さい。 ＊筑波サーキットライセンス制度

http://www.jasc.or.jp 詳しくはこちら→

その他Ｑ＆Ａ ： 筑波ライセンスとファミリー限定の違いは？ → 走行出来る枠、車両規定が異なります。
　（筑波ライセンスはレーサー主体、
　　ファミリー限定は、ナンバー付市販車主体です）

４輪でも走れますか？ → ２輪・４輪ごとにライセンスが異なりますので、
　　４輪走行には、別途ライセンスが必要になります。

コース1000も走れますか？ → ２輪車であれば、コース1000も可能になります。

MFJライセンスも同時に取れますか？ → 講習内容が異なる為、別途申込が必要です。

走る為のライダー装備（ツナギ、ブーツ、グローブ）を持っていない方に限り、

　 望の方はエントリー完了後、事務局まで電話でお問合せください。

【問合せ先】 （株）２りんかんイエローハット　２りんかんイベント事務局　(販売促進課)

埼玉県和光市下新倉5-11-1-2F 　　TEL：048-499-7700　（平日10:00～18:00）

不明点、ご質問等はメールもしくは電話にてお問合わせください。→nirindo.2rinkan@gmail.com

筑波サーキット ライセンス取得　について　

株式会社２りんかんイエローハット

２りんかんイベント事務局
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