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走行

暫定表彰式

◆車検場前　表彰台

ゲートオープン

4月29日 7:00

　※　ブリーフィングには、この日走行する方は全員参加義務となります。　ブリーフィング参加していない方は走行できません。必ずご参加ください。

　※　初心者走行枠は、VITAにまだ乗りなれていない方が対象となります。　最初の２周は先導走行が入ります。

　※　駐車場など、クローズドされた広場を用意いたします。シフト操作などVITA初心者の方はこちらで基本操作を練習できます。（スピードは出ません）

　※　マジ耐講習会は、イベントルールで本番までに1度は参加する必要があります。是非今回参加の方は受講をおススメいたします。

　※　参加料金は、1台あたりの料金になります。

　※　オートポリス非会員の方につきましては、スポーツ安全保険加入料として1850円/名が別途必要になります。

　※　ピットは特に指定はいたしません。空いている場所をご自由にご使用ください。前日搬入したい方は、ピット予約（2,000円/日）をお願いいたします。

　　　　⇒ピット予約は、0973－55-1111　まで。
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この日走行される方は全員参加する必要があります。（出席確認

があります）

レーシングコース上で実施。 雨の場合ミーティングルーム

この講習会は、一部の方を除きイベント本番までに必

ず1度は聞かないといけない講習会です。この機会に

参加しておきましょう！

初心者走行枠

最初の２周は、先導走行となります。

練習場 開放いたします。 VITA初心者など

いきなりコース走行が不安な方は、広い駐車場

で基本操作を練習できます

【走行料金】

・1日券 ：35,000円 （3.5ｈ）

・初心者走行枠 ：3,000円 （0.5h）

・初心者練習エリア：1,000円 (2.5h)

※AP非会員の方は、保険料が別途1,850円必要

講習は３回設定いたします。走行時間など

考慮の上、どこかで１回参加ください。



 

 

 

 

イベント事務局 

2021年 4月 15日 

【INFORMATION‐01】 
 

総合案内 
■ご入場に関するご案内 

◎入場方法について 

入場に関しましては、1名につき入場料 500円が別途かかりますので、ゲートにてお支払いをお願い致します。(中

学生以下は無料)オートポリスのライセンスをご提示いただいた場合は、ご本人様+同伴者 1名の入場料が無料と

なります。 

 

◎新型コロナウイルス感染防止対策について 

ゲートでの検温を実施いたします。体温が 37.5℃以上の方がいた場合、同乗者含めご入場をお断りさせていただ

きます。出来る限り、分散してご来場いただきますようお願いいたします。また、問診票の提出または『COCOA』の

ご登録をお願いいたします。詳細につきましては、INFORMATION-No.02をご確認ください。 

 

◎ピットの使用について 

今回の練習会は、ピット指定いたしません。空いているピットをお使いください。前日搬入し車両を留置きする場合

や、指定のピットを使用したい場合には、事前にピット予約をお願いいたします。料金は、2,000 円/日です。予約は、

電話で承ります。(電話番号：0973-55-1111) 

 

■施設に関するご案内 

◎Aパドックご使用上の注意 

ピット内および Aパドックはすべて火気厳禁となっております。 

ゴミは分別して袋などに入れ、所定のゴミ箱へ、廃油は指定された廃油タンクに入れてください。 

オートポリス場内では事故防止のため徐行してください。Aパドックの制限速度は 20km/hです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎場内のガソリンスタンド・レストランの営業について 

レストラン     ：通常営業 10:30～16:00 テイクアウトも可能です。 

※売り切れ次第、営業終了となります。 

ガソリンスタンド ：通常営業 8:00～17:00 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

■マジ耐練習会の注意事項 

◎走行するためのライセンスについて 

練習会を走行するにあたり、オートポリスコースライセンスまたは共通ライセンス(岡山・SUGO)※1が必要です。い

ずれかのライセンスをお持ちでない場合は、暫定ライセンスの取得が必要です。詳細につきましては、

INFORMATION-No.03をご確認ください。 ※1 簡易講習の受講経験がある方に限ります。 

 

◎参加受付について 

お申込したチームの代表者 1名のみがお越しください。ドライバーズサロン横のミーティングルームで行います。参

加受付に必要な物は、以下の通りです。 

共通 

●各種料金 

-走行料金(1日券：35,000円/初心者走行枠：3，000円) 

-初心者練習エリア使用料(1.000円) 

※エリア使用をご希望の方のみ 

-ドライバーの保険料(1,850円/1人) 

※オートポリスライセンス会員以外の方は別途必要となります。 

-暫定ライセンス料金(7,000円/1人) 

※オートポリスまたは共通ライセンスをお持ちでない方は別途必要となります。 

●誓約書 

●印鑑証明書 

※ドライバーが未成年の方のみ 

ライセンス関係  

※お持ちのライセンスに応じて、提出いただくものが異なります。以下のいづれかをお持ちください。 

●オートポリスライセンス 

●当日有効な岡山または SUGOのライセンス 

●マジ耐暫定ライセンス誓約書 

 

◎ブリーフィングについて 

参加されるドライバーの方は必ずご参加ください。ブリーフィングに参加されない方は、走行できません。晴天の場

合は本コース上、雨天の場合はドライバーズサロン横ミーティングルームで行います。 

 

◎マジ耐講習会について 

7/11のマジ耐に参加されるドライバーは、「マジ耐講習会」に必ず 1回は参加しなければいけません。講習会は、

4/29・6/4のマジ耐練習会と 7/10のマジ耐の前日に開催いたします。 

 

◎初心者走行枠について 

最初の 2周は、先導走行を行います。2周回終了後は、フリー走行です。経験豊富な方は走行できませんので、予

めご了承ください。 

 

■前日（４/２８）、オートポリスホテルを会員価格で宿泊可能です！！（マジ耐練習会参加者限定！） 

   ホテルの詳細はホームページをご覧下さい。 また部屋数に限りがありますので、無くなり次第終了とさせていた

だきます。 

   ※HP内から予約申込書をダウンロードしていただき、FAXにてご送付ください。 

 

以上 



 

 

イベント事務局 

2021年 4月 15日 

【INFORMATION‐02】 
 

新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い 

 

 4/29(木・祝)に開催を予定しております「マジ耐練習会」の開催にあたり、参加者の皆様の安全を最優先に運営す

るため、新型コロナウイルス感染防止策として、下記の通り対応を行ってまいります。皆様のご理解とご協力の程よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

・ご本人や同居されている近親者に 37.5度以上の発熱の症状がある方、風邪症状（咳・鼻水・倦怠感等）がある

方、体調の優れない方は無理をせず、ご来場をお控えくださいますようお願いいたします。 

・ご入場時に同乗者含めた全員の検温をいたします。37.5度以上の発熱がある場合はご入場をお断りさせていた

だきます。同乗者の中に 1人でも対象者がいた場合、同乗されている方全員のご入場をお断りさせていただきま

す。そのため、分散してのご来場をお奨めいたします。 

・状況によっては、チーム内に 1名でも発熱症状者が発生した場合、ご参加をお断りしチーム員全員のご退場をお

願いする場合もございますので、予めご了承ください。 

・ご来場後に体調が優れない場合は、事務所までご連絡ください。状況により、ご参加をご遠慮頂く場合がございま

す。 

・当メディカルセンターでは、感染症状(微熱を含む熱・咳・鼻水・倦怠感等)が疑われる方の利用はお受けすることが

できません。この場合は地域の病院にて受診をお願いいたします。 

・参加当日にマスクをご持参いただくようお願いいたします。また、手洗い・うがいや咳エチケットの徹底など厚生労

働省で推奨されている感染予防策の実施をお願いいたします。 

・感染予防や拡散防止のため、スタッフがマスクを着用し業務に従事しますがご了承ください。 

・参加受付など参加者の皆様が多く集まる場所では、可能な限り距離を取ってください。 

・ご入場される方には、感染発生の際に備えた接触確認アプリ【ＣＯＣＯＡ】ご登録のお願いをしております。 

・インストールしていただいた画面をゲートで提示していただくことで、問診票のご提出を免除いたします。ご事情に

より、インストールができない場合は問診票の提出をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

以上 

Google Playはこちらから→ App Storeはこちらから→ 
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【INFORMATION－03】 
 

マジ耐暫定ライセンス・共通ライセンスについてのご案内 
 

マジ耐暫定ライセンス・共通ライセンスについてのご案内を致します。 

4/29マジ耐練習会を走行する場合、オートポリスのコースライセンス、共通ライセンス(岡山・SUGO)、ま

たはマジ耐暫定ライセンスのいずれかが必要です。オートポリスライセンス会員以外の方につきまして

は、以下のご案内をご確認ください。 

 

<マジ耐暫定ライセンス> 

◆対象の方 

オートポリスライセンスまたは、共通ライセンス(岡山・SUGO)をお持ちでない方 

◆当日のブリーフィングに出席することで、取得できます。 

◆料金：7,000円(税込) 

 

<共通ライセンス(岡山・SUGO)をお持ちの方> 

◆対象の方 

共通ライセンスをお持ちで簡易講習を受けたことがない方は、ブリーフィングの出席確認後、受講証明書を発行いた

します。ご希望の方は、誓約書の提出をお願いいたします。 

※受講証明書を発行することで、通常のスポーツ走行にご参加いただけます。 

 

<当日必要なもの> 

◆誓約書原本、有効な岡山・SUGOのライセンス (お持ちの方のみ) 

◆18歳未満の方は別途、年齢を証明するもの（免許証・学生証）をご提示下さい。（コピーを保管いたします。） 

◆未成年（20歳未満）の方は親権者（法定代理人）の同意署名・捺印と印鑑証明をお持ち下さい。 

 

<AP ライセンス会員ご入会のご案内> 

◆JAF国際ライセンスをお持ちの方は、ブリーフィングに出席し入会費をお支払い頂くことで AP ライセンス会員にご入

会頂けます。お持ちでない方は、当日設定している AP ライセンス講習時間に受講をしていただくことで、ご入会いた

だけます。 

◆4月の料金：18歳以上：33,000円 18歳未満/学割：22,000円(税込)2022年 3月 31日まで有効です。 

以上 



ゼッケン チーム名

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ①署名 ① 親権者署名

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ②署名 ② 親権者署名

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ③署名 ③ 親権者署名

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ➃署名 ➃ 親権者署名

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ⑤署名 ⑤ 親権者署名

　＊誓約書の署名・捺印は鮮明にお願いします。拇印は認められません。　　

オートポリス　殿　　　　承  諾  書  ・  誓  約  書

2021 マジ耐　練習会用
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私達は、マジ耐練習会参加にあたり関連して起こった死亡・負傷・その他の事故で私自身及び、私の指定したドライバー・ピットクルーの受けた

損害について、決して主催者及びイベントオフィシャル・係員・雇用者ならびに他の参加者などに対して非難したり責任を追及したり、損害賠償を

要求しないことを誓約いたします。なお、このことは、事故が主催者団体または

イベントオフィシャルの手違いなどに起因した場合でも変わりありません。また、参加料はいかなる理由があっても返済の請求はいたしません。

本ドライバーが未成年の場合、本イベントに参加出場することを親権者として承諾し、印鑑証明を添えて申込みいたします。

日付 2021年 月 日

出場ドライバーが満20歳未満の場合は出場承諾のために、当該ドライバーの親権者（保護者）の署名、実印の捺印、その実印の印鑑登録証明書

（発効日より3ヶ月以内のものに限る）1通が必要です。 ※事前に年間誓約書・承諾書を提出の方も署名・実印の捺印は必要です。



①開催日：　2021年　4月29日 競技会名： マジ耐練習会　１回目 実印

②開催日：　2021年　6月 4日 競技会名： マジ耐練習会　２回目 実印

③開催日：　2021年　7月10日11日 競技会名： マジ耐特別スポーツ走行、イベント本番 実印

↑
参加予定のイベントにそれぞれ実印を押印してください。

記入日　    年　 月　  日
スタンプ印不可

㊞ 実印

・参加出場を承諾するイベントは、上記欄にそれぞれ実印を捺印してください。

・記入欄に空きスペースがある場合は、二重線で消してください。

・イベント参加を中止する場合は、別紙用紙を提出し参加承諾取り消しの意思明示を必ず行ってください。

(株)オートポリス記入欄
AP会員 NO.

不備事項：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不備案内発送：　　　　　　

※この申請用紙に印鑑証明証を添えてご提出いただくことで、以降、2021年マジ耐に関しては、印鑑証明書の提出は
必要なくなります。　但し、毎回の誓約書の提出、実印の押印は必要になりますので、ご注意ください。

保護者の方へ：下記事項をご確認頂き、署名・捺印を行ってください。

受付：　　月　　日　　 受理NO.　　　－

【マジ耐用】＜ 未成年者競技会出場承諾書・誓約書 ＞
株式会社オートポリス殿　　　　

１．私ならびに私の親権下にある者は、下記に親権者において記入した、マジ耐練習会と本イベントにかかる、参加のしおり及び
　　ルールブックを承認し遵守いたします。
　　また、運転者は参加種目について標準能力を持ち、参加車両についてもコースまたはスピードに対して適性があり、競争が可能
　　であることを申告いたします。

２．私ならびに私の親権下にある者は、モータースポーツが危険性を伴う競技であることを十分認識の上、自己の責任において誠実
　　かつ適切に競技を遂行するとともに、競技参加にあたり関連して起こった死亡、負傷、その他の事故で私自身、および
　　エントラント、ドライバー、ライダー、メカニック、ヘルパーおよび車両の受けた損害について決して主催者および係員、
　　雇用者ならびに他の参加者などに対して非難したり責任を追求したり、損害賠償を要求したりしないことを誓約いたします。

３．私ならびに私の親権下にある者は、参加する競技会を対価を得て公開し、全ての参加者（ドライバー・ライダー・ピットクルー・
　　キャンペーンギャル等含む）の肖像権およびその参加車両の音声・写真・映像など、報道・放送・放映・出版（ビデオ/
　　CD-ROM/DVD等）、および電子メディア（インターネット、自動公衆送信等における報道・放送・放映など全て含む）の対象
　　とすることは、全て主催者の権限であり（この権限を第三者が使用することを許可できる権限も主催者は有する。）
　　また私達は、主催者が本大会の広報のために、私および私の親権下にある者の所属するチームスタッフの氏名、写真などを
　　含み参加申込書に記入した個人情報を、公式プログラム・リザルト・場内モニター・場内アナウンスなどに使用し、テレビ・
　　ラジオ・インターネットなどを通じ配信することは自由であり、使用することを承認いたします。

４．私は、上記内容を親権者として誓約し、下記に記入した競技会に参加出場することを親権者として署名ならびに実印の捺印
　　をもって承諾するものとし、有効な印鑑証明書（発行から３ケ月以内）を添えて申し込みます。尚、競技会に参加申込みする
　　場合は、親権者として主催者が規定した大会誓約書・承諾書のみ再度提出し、参加承認の意思を再明示いたします。

５．私は、親権者として自身の親権下にある者に対して、参加を承諾した競技会に変更が生じた場合は、すみやかに競技会
　　主催者に連絡を行うものとし、連絡不履行に伴う不利益について決して責任を追及したり、損害賠償を請求したりしない
　　事を誓約いたします。

発行日より３ヶ月以内の印鑑登録証明書を添えてご提出下さい。

ドライバー署名
ドライバー
保護者署名
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マジ耐練習会 パドック・導線図 走行時の注意事項
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チケット回収場所！

≪マジ耐練習会 走行≫

■コースⅠN

・ピットから直接、ピットロードへの進入は出来ません。 走行チケット回収場所は、コントロールタワーと１PITの間になります。ピット

後方からコントロールタワー前でチェック後、ピットロードに進入していただきますようお願いいたします。（ここで走行券チェック）

（ピットのすぐ後ろ（コンクリート路面）については、導線となるため、テント設置や荷物・車両などの留置きは出来ません）

■走行中のガソリン給油

・走行中にガソリン給油する場合、ピットロード上の作業エリアで行っていただいて構いません。但し、吹きこぼれに注意していただき、

路面に漏れ出た場合は、十分にふき取りをしてください。また、万一に備え消火器の準備をお願いいたします。（ピットロード、ピット内

では火気には十分注意して下さい）

■チェッカー後

・チェッカー後については、コントロールタワーと１PITの間からでも、直接ピットに戻していただいても構いません。但し、ピットとピット

ロードには段差が大きい場所もございますので、ご注意ください。

【INFORMATION】

導線の為、駐車禁止
（コンクリート路面）

晴れていれば、朝のブリーフィングは

コース上で行います。（参加確認をします）

テントなど設置の場合は、駐車エリア内にお願いいたします。

レストラン

参加受付場所
（雨の場合、ブリーフィング場所）



受付日

  共通ライセンス(岡山・SUGO)会員申込書兼誓約書　

＊　現在お持ちの他サーキットライセンスの写しをいただきます。
＊　１８歳未満の方は年齢を証明するもの（免許証・学生証）をご提示下さい。（コピーを保管します。）

＊　未成年（２０歳未満）の方は親権者（法定代理人）の同意署名・実印と印鑑証明を貼付してお申込み下さい。

　私はオートポリス会員への入会にあたり、コースライセンス会員として定められた規則・規約に従い行動する事

　を誓います。又、当施設内において発生した事故やトラブルに関し、私や私の関係者が被った損害に対し、私自

　身が責任を負い、貴社及びサーキット業務従事者その他関係者等に対し、非難や責任の追求、損害賠償等の

　行為を行わない事を誓約致します。

　尚、この事は貴社の施設不備、業務従事者その他の手違い等により発生した場合も変わりません。

　但し、私及び私の関係者に起因して発生した事故等によって、貴社の施設・機材、業務従事者、関係者等に損害

　を与えた場合は私自身が責任を負い、損害を弁償致します。

　フリガナ 男
・

　  （自署） 女

電話番号　： 　　　　　　　　　　　　　　　 携帯番号　： 　　　

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　：

住　　　所 〒　　　　－

　　上記申込者がオートポリスライセンス会員への入会にあたり、私、親権者（法定代理人）が誓約書に同意し入会を承諾いたします。

　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　  実印

住     所 〒　　　－　

　  携 帯 電 話

株式会社オートポリス　　　　　　　　　　　　　　インターナショナルレーシングコース　　　〒877-0312　大分県日田市上津江町上野田１１１２－８　   TEL　0973-55-1111   　FAX　0973-55-1113

 　　　インターナショナルレーシングコース e-ｍａｉｌ :  apinfo_question＠autopolis.jp     web  :  http://www.autopolis.jp

  
個人情報の取り扱いについて

　　お客様にご記入頂きました個人情報は、お客様へ連絡のため当社と見舞金制度に加入する為(株)カワサキライフコーポレーションで

　　そしてNICOS・VISAカード発行の為に、三菱UFJニコス(株)で利用させていただきます。  

　　プライバシー・ポリシーは当社ホームページをご覧ください。http://www.autopolis.jp

会員番号

誓　　　　約　　　　書

　　　　　　  　　年　　　　　月　　　　　日

　会員申込者署名　　 　　　　　　　　 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

申込者氏名
　㊞

　　西暦で記入

　　　　　　年　　　　　　月　　　　　日　　　　　歳

　　　　　　緊急連絡先
電話番号　　　　　　　　　　－

携帯番号　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　ー

住　　所 〒　　　　－

連絡先

血液型 　Ｒｈ＋　　　/　　　　Ｒｈ－ Ａ　　  　/ 　　　　Ｂ　　　  /　　　 Ｏ　　 　/　  　 ＡＢ

親権者署名

電 話 番 号

氏　名 　　   続柄



受付日

＊　練習会当日限定のライセンスです。

＊　１８歳未満の方は年齢を証明するもの（免許証・学生証）をご提示下さい。（コピーを保管します。）

＊　未成年（２０歳未満）の方は親権者（法定代理人）の同意署名・実印と印鑑証明を貼付してお申込み下さい。

　私はオートポリス会員への入会にあたり、コースライセンス会員として定められた規則・規約に従い行動する事
　を誓います。又、当施設内において発生した事故やトラブルに関し、私や私の関係者が被った損害に対し、私自
　身が責任を負い、貴社及びサーキット業務従事者その他関係者等に対し、非難や責任の追求、損害賠償等の
　行為を行わない事を誓約致します。
　尚、この事は貴社の施設不備、業務従事者その他の手違い等により発生した場合も変わりません。
　但し、私及び私の関係者に起因して発生した事故等によって、貴社の施設・機材、業務従事者、関係者等に損害
　を与えた場合は私自身が責任を負い、損害を弁償致します。

　フリガナ 男

・

　  （自署） 女

電話番号　： 　　　　　　　　　　　　　　　 携帯番号　： 　　　

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　：

　緊急連絡先

住　　　所 〒　　　　－

　親権者（法定代理人）承諾書

　　上記申込者がオートポリスライセンス会員への入会にあたり、私、親権者（法定代理人）が誓約書に同意し入会を承諾いたします。

　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

親権者署名 　　  実印

住     所 〒　　　－　

電 話 番 号 　  携 帯 電 話

株式会社オートポリス　　　　　　　　　　　　　　インターナショナルレーシングコース　　　〒877-0312　大分県日田市上津江町上野田１１１２－８　   TEL　0973-55-1111   　FAX　0973-55-1113

インターナショナルレーシングコース e-ｍａｉｌ :  apinfo_question＠autopolis.jp     web  :  http://www.autopolis.jp

  
個人情報の取り扱いについて

　　お客様にご記入頂きました個人情報は、お客様へ連絡のため当社と見舞金制度に加入する為(株)カワサキライフコーポレーションで

　 　　利用させていただきます。  

　　プライバシー・ポリシーは当社ホームページをご覧ください。http://www.autopolis.jp

マジ耐暫定ライセンス会員申込書兼誓約書　　

Ａ　　  　/ 　　　　Ｂ　　　  /　　　 Ｏ　　 　/　  　 ＡＢ

暫定料金　　　７，０００円　（税込）

誓　　　　約　　　　書

　　   　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　会員申込者署名　　 　　　　　　　　 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

申込者氏名 　㊞

　　生年月日（西暦）

　　　１９　　　　　年　　　 　　月　　　　　日　　　　　歳

住　　所 〒　　　－

連絡先

血液型 　Ｒｈ＋　　　/　　　　Ｒｈ－

氏　名 　　   続柄 　　　　　　緊急連絡先
電話番号　　　 　　－　　　　　　　　－　　　　

携帯番号　　　   　－　　　　　　　　－　　　　　　　 

4/29(木・祝)練習会のみ適用の「マジ耐暫定ライセンス」です。
4/29(木・祝)前後の通常スポーツ走行は、

「マジ耐暫定ライセンス」では走行いただけませんのでご注意ください。


