YSPサーキットライド2018参加申込書

コピー可

岡山国際サーキット

お申込みになる前に必ず参加者確認事項・参加規則の各項目をご確認ください。(義務)

このサーキット走行会は、
ＹＳＰでご購入なさったお客様を対象としてヤマハのバイクを安全に楽しむことと共に、安全を最優先
にしたサーキット走行と、その技術向上を目的とする為に開催されるものです。速さを競い合う事や、
タイムアタックなど、
リスク
を高めて競争や競技を行うものではないことを十分にご理解ください。

本走行会の開催趣旨

下記誓約書に同意できる方のみお申し込ください。
また、規定の台数になり次第参加を締め切らせていただきます。

＊ご記入は読みやすい文字でお願いします！

タムラインターナショナル株式会社 殿
ＹＳＰ京滋支部 殿 / ＹＳＰ大阪兵庫支部 殿 / ＹＳＰ中国四国支部 殿
ヤマハ発動機販売株式会社 殿

誓約書

（ 以下、
1. 私は2018年5月30日に岡山国際サーキットで開催される「YSPサーキットライド2018」

「走行会」
という）
の上記開催趣旨に賛同し、主催者、サーキット関係者及び主催者の委託を
受けたスタッフの指示に従います。
2. 私は、本走行会に、走行する車両の排気量に該当する運転免許を持参し、安全に整備された
保安基準適合車両で参加いたします。
また、参加規則を遵守するとともに、参加者確認事項
の内容を確認の上これに同意します。
尚、体調につきましても、正常な状態で参加することを約束し、妊娠及び健康状態の異常
（疾病・睡眠不足・過労・二日酔い等も含む）
があれば、走行いたしません。
3. 事故・悪天候等の諸事情により、主催者が安全確認のため、本走行会について、行事の時間
変更・短縮・中止の決定をしたときは、
これに従います。
4. 私は、本サーキット走行会中に発生した人身又は物損事故により発生した損害については、
故意または重大な過失による場合を除き、主催者、主催者の委託を受けたスタッフ、サーキット
施設関係者及び本大会の協賛・協力企業に対して賠償を請求いたしません。
5. 私は、主催者に対し、①私が参加規則及び参加者確認事項を遵守しないこと、または②私の
体調不良のため安全が確保できないことを理由に、参加を拒否する権限があることを認め
ます。
また、①の場合にあっては、私の規則違反が原因で、本走行会の時間変更、短縮又は
中止の決定を余儀なくされたときは、
それによって発生した損害を賠償すること、及び①②
共に参加料が返還されないことを了承します。

携帯電話番号

ー

ー

氏名

（ 続柄

2018年

＊必ずご捺印下さい。

月

参加ライダー署名
（本人自筆のこと）

日
印

実印

親権者署名
※未成年者の方は、親権者の方の署名・実印と印鑑証明が必要になります。

生年月日（西暦）
年

※必ず郵便番号7桁をご記入ください。

所

緊急連絡先

対して人的・物的な損害を与えた場合には、
自ら、責任をもって、
これらを賠償することを誓約
します。
7. 私は私の写真、映像、氏名、コメント、これらに関するものをタムラインターナショナル株式
会社及びＹＳＰ京滋支部、
ＹＳＰ大阪兵庫支部、
ＹＳＰ中国四国支部、ヤマハ発動機販売
株式会社、YSP加盟店の広告やイベント、ホームページ、雑誌媒体などへの掲載・放映・
宣伝に使用するなど公開すること、ならびにその撮影した写真データ
（走行写真を含む）
を、
YSP加盟店が所持することを了承します。
8. 私が未成年者の場合、本受付に私の親権者を同伴させるか、親権者にこの走行会に参加
する承諾を受けて、
これを証する同人の署名捺印（実印）、印鑑証明を添えて申し込みます。

□男 □女

走行ライダー氏名

住

6. 私は、私がサーキット内の設備・備品を破損して損害を与えた場合、又は本走行会関係者に

性別

フリガナ

内の項目にご記入願います。

事務局欄

年齢

月

日

満

歳

※アパート・マンション名・棟号・室号までご記入ください。

連絡の取りやすい連絡先
）

住所

電話番号

ー

ー

参加 受 理 書（ 入 場 券を兼ねる）は、申し込まれたY SP 店に送 付させて頂きますので、店 舗よりお受け取り下さい。

走行クラス

□ BSクラス ビッグスポーツクラス

サーキット走行経験

□無

参加車両

ＹＡＭＡＨＡ

※600cc以上
（R6は含む）

□有→

開催サーキットと参加料
岡山国際サーキット

□ MSクラス ミドルスポーツクラス

サーキット名
モデル名

□ CRクラス クルージングクラス

※軽二輪〜600cc未満 ＡＴ・クルーザー
約

時間

二輪免許区分

※ナンバー付き車両のみ
※違法改造車参加不可
（保安基準適合車のみ）

※軽二輪以上

□ 大型二輪 □ 普通二輪 □ 小型二輪
年式

＊BSとMSクラス参加には、革製ツナギ、革製グローブ、革製ブーツ着用が義務となります。

年型

排気量

cc

※金額は税込価格です。

ビックスポーツクラス
（BS)

ミドルスポーツクラス
（MS)

クルージングクラス
（CR)

￥18,000ｰ（入場料、昼食代込み）

￥18,000ｰ（入場料、昼食代込み）

￥12,000ｰ（入場料、昼食代込み）

この申込書と参加料を添えてYSP京滋支部及びYSP大阪兵庫支部、
ＹＳＰ中国四国支部の各ＹＳＰ加盟店でお申込ください。
お申込
（参加料の支払いも含む）
は原則、5月21日までで、その時点で全ての仮申込は、予告無しにキャンセルさせて頂きます。
お取り扱いYSP店

事務局欄

※個人情報保護法に基づき、本走行会に参加された方の個人情報は、誓約書第7項と参加者確認事項15項以外に使用することは、一切ございません。

YSP サーキットライド 2018

参加規則・車両規則

開催趣旨
このサーキット走行会は、YSP で購入なさったお客様を対象としてヤマハのバイクを安全に楽しむことと共に、安
全を最優先にしたサーキット走行と、その技術向上を目的とする為に開催されるものです。速さを競い合う事や、
タイムアタックなど、リスクを高めて競争や競技を行うものではないことを十分にご理解ください。

参加規則
【第 1 条】
参加者は、本イベントの開催趣旨に同意し、運転方法・整備状態、着用装具により、モーターサイクルが
極めて危険なものとなりうることを認識しなければならない。また、規則を守らなかったことに起因して
起こった事故に対して、民事・刑事上の責任（損害賠償責任、業務上過失致死傷罪など）を負う場合があ
ることを必ず理解しなければならない。
【第 2 条】
参加者は、参加申込書添付の「誓約書」の内容に同意のうえ、本人が署名・捺印し、開催日の受付までに、
主催者に提出しなければならない。
（コピー、代理署名は認めない。
）誓約書内に記載の内容不確認、印鑑、
拇印による問題が発生した場合は、参加者が責任を負わなければならない。
【第 3 条】
参加者は、この走行会が、競技ないしスポーツ走行ではないことを理解しなければならない。走行中は他
の車両と接触しないように、自身の前方や並走車両との間に、前後左右の安全な車間距離を保って走行し
なければならない。追い越しは、追い越す車両との車間距離を確保し、特に前方のライダーを抜く場合、
前方のライダーの進行方向と交差するような抜き方は、接触する危険が有る為に行ってはならない。
また、直線や高速コーナーでの車間距離不保持やスリップストリームの使用は、前車や前方の安全確保・
確認ができないことから厳重に禁止する。
【第 4 条】
走行前ミーティングには、走行する本人が全て参加しなければならない（遅刻、早退、代理出席は認めな
い）
。ミーティングでは、主催者及び施設からの走行方法やフラッグ説明、ならびに走行に関する注意事項
などの、安全走行についての指導説明を受けること。また参加者は、参加規則はもちろん、その走行方法
ならびにフラッグ説明、走行に関する注意事項を十分に理解して走行しなければならない。
【第 5 条】
参加者は、イベント開催中、主催者及び施設の注意事項を遵守するとともに、これらの指示に従わなけれ
ばならない。他の参加者や当イベント関係者に対する暴言等の威圧行為や、暴力、イベントの続行を妨害
する行為をしてはならない。
【第 6 条】
参加者は、運転する車輌排気量に該当する運転免許証を所持し、当日の受付時に主催者に呈示しなければ
ならない。

【第 7 条】
本走行会は、排気量・車種・服装、ならびに直線スピードの差等を考慮して、以下のクラスに分けて実施
する。ただし、同時走行車両の台数が少ない場合、クラスの異なる車両を併走させることがある。
ビッグスポーツクラス（BS)排気量 600cc 以上のリミッター無し車両等。R1 / R6 / XSR900 / MT09 等。
ミドルスポーツクラス(MS)600cc 未満の車両。R3 や R25 等。
グルージングクラス(CR) 革ツナギ無しでサーキットを走りたい方向けのインストラクター先導による
走行クラス。排気量は問いません。
（注意：装備の関係上、先導車のスピードは、一般の高速道路での法定最高速度程度となります。
）
【第 8 条】
ビッグスポーツクラス・ミドルスポーツクラスの参加者は、最低限の安全対策として、①衝撃跡がないフ
ルフェイスヘルメットで JIS 規格品と同等か、それ以上の性能を持つもの、②破れやほつれが無いレザー
グローブ（軍手は不可）
、③レザーブーツ、④ほつれや破れのないレザースーツ（ツーピース、セパレート
タイプは上下がファスナーで連結できるタイプか、ズボン部はオーバーオール・サロペットタイプで、前
屈姿勢で背中が露出しない物）を、最低限使用しなければならない。
なお、自身の安全性確保のため、レザースーツについてはタイプを問わず MFJ 公認製品を使用することと、
更なる安全性向上の為、脊髄パッド等のプロテクターや、エアバッグ付ベスト等を装着することを強く推
奨する。最近は、転倒した際、胸部を圧迫負傷する事故が増えていることから、胸部についてもプロテク
ターの装着・着用を推奨する。
クルージングクラス参加者については一般のライディングに適した服装とし、半袖や短パン、サンダル
などは認めない。靴は肌が露出しないもので、くるぶし部が隠れるものを使用すること。使用するヘルメ
ット、グローブについては、前記の①と②を使用しなければならない。
ライダーの安全は、ライダー自身が安全性向上に対して前向きに取り組むこと、すなわち、参加する
ライダーの安全運転と車両点検、そして安全装備の追及が、最終的に自分自身の安全性を高めるという
ことを必ず理解して参加しなければならない。
【第 9 条】
参加者は、自身の身体の障害により正常な運転に支障をきたすおそれがある場合（眼鏡が必要なのに着用
しない・負傷箇所や後遺症があり、運転に支障がある等）、及び、妊娠や健康状態に異常がある場合（疾病・
睡眠不足・過労・二日酔い等も含む）に、自身の安全は勿論、他の参加者の安全確保の為にも走行しては
ならない。
【第 10 条】
参加者は、走行前や走行中に車両不良（ウォブルやチャタリングなどの異常振動・その他通常とは違う挙
動やタイヤ滑り、制動不良、白煙、オイルや水漏れ、その他エンジントラブルなど。
）があった場合は、た
だちにその場で走行を中断して、正常な状態に戻してから走行しなければならない。もし、正常な状態に
戻すことができない場合、絶対に走行を継続（ピットまで走行して戻ることも含む）することや、走行を
再開はしてはならない。
【第 11 条】
主催者並びに施設管理者は、第 10 条及び前条の理由等により正常でない運転をおこなう走行車両を発見
した場合は、安全確保の理由から、当該車両の走行を止める権利を有する。

【第 12 条】
イベントが開始された後、事故、天候、その他の安全上の理由により、予定された走行時間を短縮、中断、
中止せざるを得ない場合があること、それによって基本的に参加料の返金がない事を承諾すること。
尚、イベント当日かつイベント開始前に中止を決定した場合には、事務準備手数料４千円を差引いた
全額の返還を行う。
【第 13 条】
医療体制については、最低 1 名の看護師を確保することとし、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。サーキットとはいえ、これ以上の医療体制はないので、参加者は
事故や転倒のないよう安全運転に努めること。
【第 14 条】
参加者は、自走にて参加する場合には、イベント終了後に必ず各メーカー指定のタイヤ空気圧に戻して一
般公道を走行しなければならない。また道路交通法を守って安全運転に努めなければならない。
【第 15 条】
上記に記載されていない事項が問題となる場合、あるいは規則内容に質疑や異義を生じた場合は、
本走行会の趣旨と安全性の向上目的に照らし、主催者の解釈、判断をもって最終決定とする。

車両規則
車両については、各 YSP 店で所定の確認を受けた保安基準適合車両とする。
YSP 各店は、走行可能な車両の確認と、走行されるユーザーの車両整備を行う事。
不備のある車両に関して、調整や部品交換を行って、正常な状態での参加を義務付ける。
参加車両についての合否は、各 YSP 店の判断をもって最終決定とする。

ＹＳＰサーキットライド２０１８

参加確認事項

【第 1 項】
お申し込みは、２月１９日以降、①ＹＳＰ加盟店（但し、ＹＳＰ京滋支部、ＹＳＰ大阪兵庫支部、ＹＳＰ
中国四国支部加盟の店舗に限る）にて随時可能です。上記①ＹＳＰ加盟店以外からの申し込みは受け付けて
おりません。
また、申込者は、開催日までに申込を行った各支部の①ＹＳＰ加盟店にて、参加車両の点検を受けて頂く必
要があります。受けておられないと走行することができませんので、十分にご注意ください。
開催日の当日は、走行前チェックを行うだけですので、当日会場での車両整備や調整、部品交換などは
一切行っておりませんのでご注意ください。万が一、車両不備が認められた場合、走行不可となる場合も
ございます。
【第 2 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確認と、申込書の原本、または正式な誓約書が
提出できていない場合には、走行することができません。
【第 3 項】
参加できる車両につきましては、ヤマハ発動機（株）が製造した軽二輪以上の車種で、オンロードで使用
する目的で製造されたものが参加可能な車両となり、装着タイヤにつきましてもオンロード専用となります。
【第 4 項】
ビッグスポーツクラス（排気量 600 ㏄以上【R6 を含む】：BＳクラスと表示）
、
ミドルスポーツクラス（排気量 600 ㏄未満：ＭＳクラスと表示）
の走行につきましては、最初の３周程度は慣熟先導走行とし、その後、グリーンフラッグにて、規則に
則ったフリー走行となりますので、参加規則（参加者義務）は必ずご確認ください。
クルージングクラス（軽二輪以上の排気量：CR クラスと表示）クラスにつきましては、装備での安全
確保が出来ないため、フリー走行ができません。
このクラスは、インストラクターによる先導付きの走行（先導走行）のみとなります。最高速度は一般
高速道路（国内）での法定最高速度程度となります。
（先導インストラクター、ショップのスタッフ及び
ゲストライダー等が先導します）
。
先導走行では、グループ単位で走行するため、各個人によってオーバーペースに感じ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、
焦せって走行ラインを急に変たりせず、冷静に、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。
どのクラスも走行中は、いつ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
に感じた場合などは、安全を最優先にピットへ戻ってください。
【第 5 項】
サーキット走行経験のない方の参加は、どのクラスでも可能ですが、フリー走行前に始める先導走行を、
必ず経験してください。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。
二輪車運転経験があまり無い方や、革ツナギなどの装備がない方、ゆっくり走行されたい方は、
クルージング(ＣＲ)クラスをご利用ください。

【第 6 項】
雨天日であっても基本的に中止にすることはございません。
ただし、①開催地で豪雨/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、
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、天災など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、規定の事務手数料（参加規則に記載）を、差し引いた残りの金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。
〉
① 開催会場のサーキット（岡山国際サーキット TEL0868-74-3311）に連絡。
② ①の各支部加盟のＹＳＰ店のご担当者に連絡。
③ 主催者現地携帯電話（090-3279-3110）まで連絡。
【第 7 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
せざるをえない場合があります。その場合、イベント参加料の返金は致しかねますので、何卒ご了承
下さい。
【第 8 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。
◆開催日より 10 日前までの参加取り消し→振込、事務手数料 1500 円を差し引き全額返金。
◆開催日より９日前～開催日までの取り消し→原則として、返金はご容赦下さい
（ただし、参加取消し後、お申し込み頂いていた枠に、第三者が入られた場合には、10 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）
【第 9 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されている場合もありますので、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。またピットロードからプラットホームは、他の貸し切りで使用して
いる時間帯は立ち入ることが出来ません。ピットからピットロード、並びにプラットホームへは絶対に立
ち入らないようお願い致します。
【第 10 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いますが、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、くれぐれも規則を遵守して、事故のないようご注意下さい。

【第 11 項】
ＹＳＰサーキットライドで参加者に義務として加入していますヤマハスポーツイベント補償は、「見舞金」
の趣旨に過ぎず、決して皆様の負傷等をフルカバーする保険では無いことを必ずご理解ください。
スポーツイベント補償内容
① 死亡（補償金）５００万円
② 後遺障害（補償金）後遺障害の程度に応じて 20 万円～500 万円
③ 入院（補償金）1 日につき、4500 円（180 日限度）
④ 手術（補償金）入院中に受けた手術 45,000 円/入院中以外に受けた手術 22,500 円
⑤ 通院（補償金）1 日につき 3,000 円（90 日限度）
事故が多発しているわけではございませんが、参加される方におかれましては、万が一の場合に備え、
任意で、サーキットで自損ないし対人・対物事故をカバーする生命保険・損害賠償保険に加入しておかれ
ることを強く推奨いたします。
但し、受諾できるかどうかの判断は、各保険会社により異なりますので最寄りの保険会社にご確認下さい。
（例：A 氏は受諾できても、B 氏は受諾出来ない場合もあります。）
他の走行会イベントでは、実際に、サーキットの設備を破損した、他の参加者を負傷させた等の理由で、
損害の賠償を請求されている例があります。

【第 12 項】
主催者側ではガソリンの準備をしておりません。しかし、岡山国際サーキット内のガソリンスタンドは
営業は致しております。必要な方は、ピットビル 1 階売店で給油チケットをご購入してご利用頂くか、
消防法適合携行缶にて各自でご持参ください。

【第 13 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。
また場合により、全く撮影が出来ない場合があることを前もってご了承下さい

【第 14 項】
走行写真は、参加された各支部のＹＳＰ加盟店にデータ郵送させて頂きますので、ご了承ください。
もし、データ郵送を拒否される場合は、主催者までその時の車両、装具、ヘルメットなど、特定できる
写真などをお渡し頂ければ、削除いたしますのでご連絡ください。

【第 15 項】
参加者の個人情報は、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。
・ＹＳＰサーキットライド運営に関する、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①の各支部のＹＳＰ加盟店、ヤマハ発動機販売（株）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、その本人からの資料ご請求などへの対応。
・写真、映像、氏名、居住エリア、コメントを、主催者及び、①の各支部のＹＳＰ加盟店、
ヤマハ発動機販売株式会社の広告やイベント、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走行写真データを、①の各支部のＹＳＰ加盟店が保持すること。
・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 16 項】
申し込まれた YSP 店より参加受理書を受け取られましたら、タイムスケジュール、ならびに連絡書類が
あった場合、必ず全てをご確認、ご理解してください。参加受理書はお申込みされた各 YSP 店に、
開催日の１週間前を基準に主催者から送付されます。
【第 17 項】
所持品（車両・貴重品・工具・装備品など）の管理には各自十分ご注意下さい。
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、一切の責任を負いかねますので、
ご了承ください。
【第 18 項】
「参加者確認事項」
「参加規則」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
してください。当日、規則内容に変更がある場合、走行前ミーティングで告知いたします。
なお、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
【第 19 項】
電話によるお問い合わせは、基本的に平日 10:00～12:00 / 13:00～16:00 （土日曜祝日並びにイベント日
翌日などの特定日は休業させて頂くことがございます。
）の間です。それ以外は大変申し訳ございませんが、
メール、FAX をご利用ください。
【TEL : 0740-33-7032 ／ FAX : 0740-33-7031
（タムラインターナショナル（株）内：ＹＳＰサーキットライド事務局）
】
【mail : ycr_west@tamura-int.com 】

