国内でも珍しくなったチューニングカーによるレース形式の走行会『マイスターカップ』
今年は、従来のレース形式に加え、イベントのラストはパレードランも開催！
入場券も２枚付きですので、ぜひパレードランの際には同乗者の方とサーキットクルージングを
お楽しみください。

マイスタークラスなら
１分４５秒未満
チャレンジクラスなら
２分未満の走行実績があれば
レース形式走行へご参加頂けます。
参加料：￥２５，０００－

・マイスター４ＷＤ

・マイスター２ＷＤターボ

・マイスター２ＷＤ-ＮＡ

入場券２枚付き（５，０００円相当）
・フェアレディ—Ｚマイスター ・フェアレディ—Ｚマスターズ
フリー走行２０分間
・
Ｓ２０００マイスター
・Ｓ２０００マスターズ ・チャレンジクラス
予選形式１５分走行
決勝レース７周回
豊富な開催クラス ・インポートマイスター ・インポートマスターズ
パレードラン参加可能
■参加クラスの詳細（●区分、◆開催クラス）
●マイスターカップ［車検切れ（プレート無し）車両参加可能］
※タイヤ規定は、スリックタイヤは禁止とする。
◆マイスター４ＷＤ
◆マイスター２ＷＤターボ
◆マイスター２ＷＤ－ＮＡ
参加資格：上記３クラスは、過去に岡山国際サーキットの
ベストラップ１分４５秒未満のタイムを記録した方
◆チャレンジクラス
参加資格：過去に岡山国際サーキットのベストラップが
２分００秒未満のタイムを記録した方
●インポートマイスターカップ
［車検切れ（プレート無し）車両参加可能］
※アウディ、ＢＭＷ、アルファロメオ、ポルシェなどの輸入車両
◆インポートマイスター／１分５５秒未満のタイムを記録した方
◆インポートマスターズ／２分１０秒以上のタイムを記録した方

●フェアレディーＺ ※Ｚ３３、Ｚ３４型式によるワンメイク
◆Ｚマイスタークラス／１分４６秒未満のタイムを記録した方
※スリックタイヤは禁止とし、Ｓタイヤの使用は認められる。
※過給機等の装着は可能とする。
◆Ｚマスターズ／２分１０秒未満のタイムを記録した方
※タイヤはラジアルタイヤのみとする
●Ｓ２０００／ホンダのＳ２０００によるワンメイク
◆Ｓ２０００マイスター／１分４６秒未満のタイムを記録した方
※スリックタイヤは禁止とし、Ｓタイヤの使用を認められる。
※レースカーやナンバー付きでもエアコンやオーディオなどを
外した車両、過給機を装着した車両。
上記以外の車両でも、ドライバーが過去２年以内にＳ耐以上
のカテゴリーに出場経験がある場合はこのクラスに該当する。
◆Ｓ２０００マスターズ／２分１０秒未満のタイムを記録した方
※タイヤは、ラジアルタイヤのみ、Ｓタイヤ使用不可能

★★年代・車種別走行会へのＷエントリーも可能です（その場合５，０００円引き。但し入場券は２枚となります。）★★
■参加資格：普通自動車運転免許を所持し、サーキットルールやマナーを熟知の上、 ■車両規定
・安全面で問題の無い車両であること。
遵守できる４輪趣味人で心身共に健康な方。
・必ず事前の車両点検を行っていること。（液体漏れ等がある場合は走行禁止）
スタッフの指示に従える方。フリー走行等サーキット走行経験のある方。
・４点式以上のシートベルトの装着を義務付ける。（確実な方法で取り付ること。）
■準備物 ：ヘルメット（半キャップ不可）、グローブ、長袖、長ズボン
・牽引フックが標準装備されていない車両は、強度のある牽引フックの装着を義務付ける。
（レーシングスーツが望ましい）ビニールテープ、工具類、健康保険証等
但し、牽引する際すぐに作業できる場所へ取り付けてあること。

会

場

岡山国際サーキット

〒701-2612 岡山県美作市滝宮１２１０

株式会社サイドポンツーン

共同主催
お振込先

トマト銀行
吉井支店（普）１１３３３３２
岡山国際サーキットイベント事務局
事務局長
神吉
正信

〒 ７０９－０３０１
岡山県 備前市吉永町加賀美１０－１
岡山国際サーキット 三国営業所内

0869-93-4210

0869-93-4211

車両年代別走行会
ストレートは全開！

コーナーはマイペースに！

そんなフリー走行を楽しみたい方に。

年代別のグループに分かれた珍しい走行会。
心通じあう仲間とサーキット走行を楽しんで頂ける企画です。
サーキット走行が未経験者の方でも安心してご参加頂けます。
ストレートは全開走行！

コーナーはマイペースに！

そんなデモランの様な走行を楽しみたい方におススメ！！
また、同伴者の方との同乗走行も可能な走行時間が御座いますので、
ぜひご家族やカップルとサーキットクルージングをお楽しみください！

【年代別グループ】
・１９８０年頃までの車両
・１９９０年頃までの車両
・２０００年頃までの車両
・２０００年以降の車両
同一車種のお申込みが多い場合、事務局判断にて専用枠や当時のライバル車両との混走になる場合があります。
★

募集台数：１６０台

★

★

★

★

イベント詳細

★

★

★

★

★

申込方法：所定の申込用紙に必要事項をご記入の上参加料を御振込下さい。

参加料金：￥２２，０００円（税込）

お申込みは
ＷＥＢエントリー
でも受付中です。

ドライバーと同伴者用の入場券２枚付き（５，０００円相当）、駐車指定場所有り

下記のＱＲコード

走行内容：１本目）先導車付きのコース下見走行２周回後フリー走行（２０分間）

を読みとり、

２本目）同乗走行可能な、ペースカーによるフル先導の走行（１５分間）
３本目）フリー走行（２０分間）

ご入力下さい。

※コース下見走行とフル先導の走行中の追越しは出来ません。

※同乗走行中は、ヘルメットの着用は不要です。シートベルトのみでＯＫ！

参加資格：普通運転免許証所持、サーキットルールやマナーを遵守出来る方。

準備物等：ドライバー装備（ヘルメット／半キャップ不可、グローブ、長袖、長ズボン、シューズ）
ビニールテープ、養生テープ、簡易工具類、健康保険証

走行区分：年代別によるグループ分けした走行ですが、同一車種のお申込みが多数の場合、年代ではなく

同一車種、またはその時代のライバル車両と混走での走行になる場合があります。（事務局判断）

会

場

岡山国際サーキット

〒701-2612 岡山県美作市滝宮１２１０

株式会社サイドポンツーン

共同主催
お振込先

トマト銀行
吉井支店（普）１１３３３３２
岡山国際サーキットイベント事務局
事務局長
神吉
正信

〒 ７０９－０３０１
岡山県 備前市吉永町加賀美１０－１
岡山国際サーキット 三国営業所内

0869-93-4210

0869-93-4211

マイスターカップ
車両年代別走行会
【共通申込用紙】

※希望ゼッケンの場合は、各自でゼッケンをご準備下さい。
※ゼッケンＮｏは、ご希望に添えない場合があります。
※希望ＮＯ．は第２希望までご記入下さい。

希望ゼッケン
①
②

ゼッケン

※申込締日は１１月１５日（月）となります。
※全てのお申込みに、パレードランが付きます。

参加希望クラス□に ☑ を入れて下さい。

レース系・全クラス参加料： ２５，０００円（税込）
●マイスター４ＷＤクラス
（～1'46"000、Sﾀｲﾔ使用可）
●マイスター２ＷＤターボクラス
（～1'46"000、Sﾀｲﾔ使用可）
●マイスター２ＷＤ－ＮＡクラス
（～1'46"000、Sﾀｲﾔ使用可）

●Ｓ２０００マイスタークラス
（～1'46"000、Sﾀｲﾔ使用可、過給機装着可）
●Ｓ２０００チャレンジクラス
（～2'00"000、ﾗｼﾞｱﾙﾀｲﾔ）
●フェアレディＺマイスタークラス
（～1'46"000、Sﾀｲﾔ使用可）
●フェアレディＺチャレンジクラス
（～2'00"000、ﾗｼﾞｱﾙﾀｲﾔ）
●チャレンジクラス
（～2'00"000、ﾗｼﾞｱﾙﾀｲﾔ）

●インポートマイスタークラス／輸入車限定
（～1'55"000、Sﾀｲﾔ使用可）
●インポートチャレンジクラス／輸入車限定
（～2'10"000、Sﾀｲﾔ使用不可）

●車両年代別走行会：２２，０００円（税込）

※入場券２枚付き（５，０００円相当）
※車両年代別走行会のみのお申込みの場合は、下記の太枠部分をご記入下さい。①⇒②⇒③⇒④⇒⑤の順番にお進みください。
※レース系クラスとＷエントリーの場合は、５，０００円引きの合計金額は４２，０００円（税込、入場券２枚付き、傷害保険付き）

フリガナ

①

※入場券２枚付き（５，０００円相当）、傷害保険付き

男

氏 名

女

(本名)

生
年
月
日

年

月

日

歳

フリガナ
プログラム掲載
ドライバー名

（※全角８文字、半角１６文字以内）

〒

②

住

※マンション・コーポ名までご記入下さい

所

ＴＥＬ

－

－

（携帯電話など日中でも連絡が可能な番号を記載下さい）

緊急時
連絡先

氏名

参考タイム

サーキット名

（過去の実績）

○もしくは記入下さい

続柄（

岡山国際サーキット

）

TEL

その他（

） 自己ベスト

分

秒

エントリーチーム名（車名）
※全角１５文字以内

年式

③

西暦

年式

チューニングフェスタ事務局御中
私は、チューニングフェスタ２０２１に参加するにあたり、主催者およびサーキット職員・係員の指示に従い、岡山国際サーキット内の規則を遵守し、スポーツマンとして相応しい行動・言動
を保ち、サーキットコース走行及び場内の施設利用をすることを誓約致します。私自身並びに私の同伴者・親族者・相続人及び関係者一同、上記行事に参加するにあたって発生した死亡、負傷、
その他の事故によるあらゆる被害を被っても、主催者並びにサーキット職員・係員・関係者やその他の参加者に対して責任の追及や損害の賠償請求、誹謗中傷等を一切行わない事を誓約致します。
尚、これは事故が貴社並びに関係者や、その他参加者に起因した場合でも、相違ありません。また、事故が貴社並びに関係者や、その他の参加者の手違い等によるものでも同様です。また、私が
岡山国際サーキットのコース及び場内施設に損害を与えてしまった場合には、その復旧に要した費用を支払う事を誓約致します。また、本大会の対価を得て公開すること、競技会でのドライバー
・参加車両ならびに参加関係者の肖像権、音声、写真映像肖像権など報道、放送、放映、記載、出版、電子メディア等に関する権限を主催者がもつ事を承諾致します。また、いかなる場合でも参
加費用の返金要求は致しません。
2021年

2021年

④
※本大会参加表明書に記載される個人情報は、岡山国際サーキットならびにチューニングフェスタ事務局の利用者情報として使用されます。その使用目的は、サーキットに関わる各種情報の伝達(DM送付等､ｱﾝｹｰﾄ調査含む)
および事故等緊急時の連絡、サーキット情報・イベント情報案内等であり、個人情報主体者の同意なしに第三者へ提供されることはありません。(公的機関より法令に基づく協力要請があった場合、および事故等緊急時に
医療機関、提携サーキット等への情報提供は行う場合があります)また、登録された個人情報の内容は、岡山国際サーキットならびにチューニングフェスタ事務局にて適切に管理され漏洩、改ざん、消失および目的外利
用等の不正に対する予防が実施されます。

＜お振込先＞

⑤

トマト銀行 吉井支店（普）１１３３３３２
岡山国際サーキットイベント事務局
事務局長 神吉 正信

受理印

※お申込ショップ（ショップ名、住所、ＴＥＬ、ＦＡＸ）
※ショップの方はＳＨＯＰ印を押してください。

※メンテナンスショップ（ショップ名、ＴＥＬ）
※個人の方は下記へ記入ください。

注）お申込み後、１週間以内にお振込み下さい。

【入場料】
当日：３，０００円（税込）
※中学生以下無料
（但し保護者同伴の方）
前売：２，５００円（税込）
※ローソンチケットにて販売
Ｌコード＝６６８３７

【事務局】

※ＷＥＢエントリーは
↑ こちらから

株式会社サイドポンツーン
〒709-0301 岡山県備前市吉永町加賀美１０-１
岡山国際サーキット 三国営業所内
ＴＥＬ（０８６９）９３－４２１０
ＦＡＸ（０８６９）９３－４２１１

