REV SPEED LIVE 開催概要
紙面とＤＶＤの世界をナマで体感！

入場料１０００円（高校生以下無料）

※入場料は当日入場口にて回収致します。

サーキット未経験者も気軽に参加できてビギナーも中級者も上級者もそれぞれのスタンスで好きなだけドラテクやチューニングを
吸収して帰れる『やんわりホットな１日』
レブスピードでお馴染みのドライバーやチューナー＆パーツメーカー、製作スタッフと一緒にタップリ楽しもう！
開催日程
第１回 2011年10月30日(日) 筑波サーキットコース1000
第２回 2011年12月18日(日) 筑波サーキットコース1000

参加資格
参加当日に有効な運転免許証を所持されている方で、コースや車両に対し的確な判断が出来る方。また、参加にあたり事務局側の指示を理解できる方。申込内容（氏名・住所等）及び参加車両は、申込書記載の内容と相
違ないこと。虚偽の記載をした場合は、当該大会への参加及び以降の大会への参加を認めない。（過去にプロクルーズ主催イベントにおいて虚偽の記載をした者の参加は認めません）
上記の他、主催者が大会参加に不適切と判断し参加申込者については参加できませんのでご了承ください。尚、参加の可否の理由に関するお問い合わせには応じかねますのでご了承ください。

参加車両規定
車両は各自持ち込みによる違法改造を施していないナンバー付き一般乗用車。尚、外見上極端な改造が施してあるもの、安全性能を損ないそうな状態の車両、極端に大きな音量のマフラーを装着している車両は、走行会
当日に走行をお断りする場合がありますのでご注意下さい。
※1：音量は筑波サーキット規定での運営となります。音量等でご不明な方は直接サーキットにお問い合わせください。
※2:オープンタイプ（Ｔバールーフ等含む）の車両は4点式以上のロールバーを装着する事を強く推奨致します。4点式以上のロールバーを装着していないオープンカーは幌等を閉めて走行すること。また、オープンタイプの方は
フルフェイスヘルメット着用を義務と致します。
※3：特別に事務局側にて許可を得た車両は上記の限りではありません。（事前連絡が必要です。）

募集クラス/募集台数/参加費
クラス名称

参加費

スキル別スキルアップ走行会

¥20,000

愛車診断同乗走行
撮影＆コンテスト（クラブマン＆スポルト）

募集予定数 備考
60

プロドライバーによるレクチャー付走行会。15分×4回の走行を実施。自己申告で希望クラスを申請。※5

¥5,000

30

プロドライバーがあなたのクルマを運転し車両診断。診断中は助手席に同乗できます。

¥2,000

クラブマン20
スポルト20

クラブマンレーサー仕様(※3)、スポルトライツ仕様(※4)でコンテストを実施。撮影もあり。

撮影＆コンテスト（80's‑90's）

¥2,000

30

ノーマルの美しいフォルムを活かしたクラブマンレーサー仕様の80's‑90's車によるコンテンスト。撮影もあり。

ドラテク講座 初級編

¥1,000

30

約90分のドラテク講座。講師はもちろん教え上手なプロドライバー。

ドラテク講座 中級編

¥1,000

30

約90分のドラテク講座。講師はもちろん教え上手なプロドライバー。

先導車付きファミリー走行

¥1,000

30

先導車のあとについて愛車でゆっくりコースを周回。ヘルメット・グローブ不要、同伴者同乗ＯＫ。

ＤＶＤ収録取材『バトル・オブ・レブ』観戦

無料

上限なし

つかポンＦＤ３Ｓ、ＺファイターやまだＺ３３、大井Ｓ１５シルビアなどスタッフがタイムアタック勝負！

デモカー助手席同乗体感試乗会

無料

当日抽選

当日出展して頂いたメーカー・ショップデモカーに同乗しチューニング効果を体感できる。

チューニング相談

無料

上限なし

各社ブースにてチューナーやメーカースタッフとのチューニング相談が可能。

ドライバートークショー

無料

上限なし

プロドライバーによるトークショーを実施。最近走ったレースやタイムアタックのエピソードを披露。

※1

(※1)スキルアップ走行会に限り、参加費には入場料が1名分が含まれます。
(※2)募集人数は予定であり応募状況によっては変更する可能性があります。また、応募状況によってはクラス・グループを統合する場合があります。
(※3)クラブマンレーサーとは『ナンバー付』 『普段も乗っている』 『大人の雰囲気』 『スポーツ走行性能を重視したチューニングをしている』 等が基本条件となります。国産・輸入車どちらもＯＫ。
(※4)スポルトライツとはコパクトカー＆軽自動車でクラブマンレーサー仕様の車両が該当となります。国産・輸入車どちらもＯＫ。
(※5)スキルアップ走行会は自己申告により 『中級・上級クラス』 『初級・中級クラス』 『入門者・女性クラス』 から希望のクラスを選択してお申込み下さい。自己申告のクラス選択はあくまで希望とし、参考タイムや
過去の走行経験により事務局にてクラス編成を行わせて頂きます。場合によってはクラス変更となる可能性もあります事予めご了承下さい。

参加当日にご用意頂くもの
●ヘルメット（フルフェイスタイプ又はジェットタイプのみ使用可。（半キャップは不可）JIS、SNELLの規格品が望ましい。オープンカーはフルフェイス義務付けとする。）
●長袖・長ズボン・運動靴（レーシングスーツ・レーシングシューズ着用が望ましい。）
●レーシンググローブ（軍手・作業グローブは使用不可。必ずレーシンググローブを使用して下さい。）
●昼食（当日は飲食ブースの出展もあります）
●ビニールテープ（レンズ類・エンジンルーム内のテーピング用）
●ガムテープ（ゼッケン・計測器取り付け用）

申込期間
第１回 2011年9月16日（金）〜10月12日（水）
第２回 2011年11月8日（火）〜12月8日（木）
※1：申込期間内であっても定員に達した場合は先着順で受付終了となります。
※2：申込期間内に定員に達しなかった場合は追加募集を行う場合もあります。

申込方法
パンフレットの内容・誓約書の内容を良く読み、記載内容及び誓約書等全てに納得・了承の上お申し込み下さい。申込欄に記入漏れの無い様ご記入頂き、必ず誓約書のサインは直筆にて行い、押印をし、参加費を添えて申
込書と共に、現金書留にて下記事務局までお申し込み下さい。申込の受付は期間内到着分の先着順とし、申し込み開始日より早く到着の場合は、翌々日到着分として空きがある場合にはお受けいたします。また、応募定
員に達し不受理となった場合や締切日以降に到着した場合や何らかの理由で不受理となった場合の返金については、事務局手数料（1000円）を引いて差額を返金いたしますのでご注意下さい。
※1：申込期間内であっても定員に達した場合は先着順で受付終了となります。
※2：申込期間内に定員に達しなかった場合は追加募集を行う場合もあります。

参加受理
参加の受理は参加受理書の発送をもってお知らせいたします。参加受理書は大会開催約１週間前に発送いたしますので、参加受理書が届かない場合は下記事務局までご連絡下さい。集合時間や集合場所は、参加受理
書にてお知らせいたします。尚、申込不受理の場合、その理由等は一切お答えする事ができませんのでご了承下さい。不受理者へは現金書留にて参加費を返金し、現金書留の発送をもって不受理のお知らせとかえさせて
頂きます。
受理書の発送後は、いかなる理由でもキャンセルや返金は、お受け出来ませんのでご了承ください。また、当日に参加者・参加車両に何らかの理由があり、走行を辞退頂く事になっても参加費の返金、参加に関わる費用の
返金は行いません。
雪・台風などの荒天により走行不能で大会が中止となった場合については返送手数料1000円を差し引き、差額をご返金させて頂きます。（雨天決行）

その他
●大会規定・申込書の誓約内容を順守頂けない場合、参加申込後またはイベント当日であっても出走や参加をお断りします。その場合であっても参加費の返金および参加に関する費用の請求・返金は致しかねます。
●参加選手は指定時間に受付・車両チェックを済ませ、大会当日のドライバーズブリーフィングに必ず出席しそこで出た指示に必ず従うこと。
●開催日程や時間帯やイベント内容（走行形態）は、変更・中止・追加の可能性があります。

申込先
レブスピードライブ事務局（プロクルーズ内）
〒355‑0225
埼玉県比企郡嵐山町鎌形1607‑7
TEL0493‑62‑1485
ＨＰ http://www.procrews.co.jp

REV SPEED LIVE 参加申込書
参加希望の会場・イベント
会場

開催日

□ 第１回 10月30日（日）
□ 第２回 12月18日（日）
※参加クラスの□にチェック

ゼッケン番号 ※事務局記入欄の為、記入不要

筑波サーキットコース１０００

を入れてください。他のコンテンツと重複参加も可能です。

□スキルアップ走行会（中級・上級クラス） □スキルアップ走行会（初級・中級クラス） □スキルアップ走行会（入門・女性クラス）
□愛車診断同乗走行 □撮影＆コンテスト（クラブマンレーサー） □撮影＆コンテスト（スポルトライツ） □撮影＆コンテスト（80's‑90's）
□ドラテク講座 初級編 □ドラテク講座 中級編 □先導車付きファミリー走行
申込者情報記入欄 （※部分はいづれかを〇で囲んで下さい）
性別
生年月日

氏名

※

（ふりがな）

男 ・ 女

年

月

日 （

歳）

住所
（ふりがな）

住所

〒

連絡先
自宅．

−

−

携帯．

免許証番号

−

−

E‑mail

サーキット走行経験

参考タイム
筑波サーキットコース１０００

有効年月日（

年

月

回

日）

その他（

参考タイム

） 参考タイム

その他（

）
登録ナンバー

車両型式

車両名
例） ヴィッツ

＠

参考タイム

秒

/ ※ 装着タイヤ（Ｓ ・ ラジアル）

分

秒

/ ※ 装着タイヤ（Ｓ ・ ラジアル）

分

秒

/ ※ 装着タイヤ（Ｓ ・ ラジアル）

車検の有効年月日

例） 所沢500 あ 12‑34

例） ＮＣＰ９１

平成
年式

有

装着タイヤ（フロント銘柄）

無

秒

装着タイヤ（リア銘柄）

※Ｓタイヤの場合はコンパウンドも記入

フロント（

・

）

例） ＲＥ−１１

リア

ＲＥＶ ＳＰＥＥＤ ＬＩＶＥ 参加誓約書

（

）

初走行 ・ 初級 ・ 中級 ・ 上級
装着タイヤ（リアサイズ）
例） １９５／５０Ｒ１６

例） １９５／５０Ｒ１６

フロント（

日

※スキルアップ走行会エントラントは選択して下さい。

装着タイヤ（フロントサイズ）

※Ｓタイヤの場合はコンパウンドも記入

月

自己申告による走行レベル

※スキルアップ走行会エントラントはご記入下さい。

※

年
例） ＡＤ０８

今回の想定（予想）タイム

過給器の有無

例） 平成２２年

年

/

R

）

リア

（

/

R

）

※誓約書内容を良くお読みの上、誓約書下部の署名欄にご署名と捺印をお願いします

■私は自ら希望し、上記の通り申し込むＲＥＶ ＳＰＥＥＤ ＬＩＶＥ 以下｢本大会｣という）への参加にあたり、本大会の開催内容や開催形式を十分に理解および納得して
参加致します。 ■本大会への参加に際し関連して起こった死亡、負傷、その他の事故やトラブルで私自身または同行の見学者（以下「同伴者」という）が受けた損害
について、決して主催者および本大会関係者、後援・協賛各社、ならびにコースの管理者、他の参加者などの第三者に対して非難をしたり、責任を追及したり、損害賠
償を要求したりしないことを誓約いたします。 ■万一私の故意・過失により事故を引き起こし、コース、建造物、私が運転する車両などについての物的損害または本
大会関係者などへの人的損害などが生じた場合は、私が全ての責任を負い、他の参加者や見学者などの第三者との事故・トラブルについても私と当該第三者の間で
処理することを誓います。 ■参加申込書の内容（住所・氏名及び参加経歴や参加車両の申告）について相違ないことを誓います。運転者は、本大会に参加すること
ができる十分な能力を有し、また、参加車両についてもコースやスピードまたは、スポーツ走行に対して適格な性能を有し、安全な走行が可能であることを誓います。
■車両の安全性、運転者の安全装備、その他本大会に参加に際し必要な全ては運転者の自己責任のもとに行われることを誓います。 ■本大会への申し込み後、
私の事情で参加できなくなった場合、参加申込書と異なる内容で参加した場合、参加車両に不適当な改造がある場合は、走行を拒否され、参加料及び参加に必要な
全ての費用が返還されなくても異議を唱えず、本大会関係者、後援・協賛各社、コース管理者を非難・中傷しないことを誓います。 ■本大会が天変地異及びその他
の理由で大会事務局の判断により中止または延期となった場合、異議を唱えず、本大会関係者、後援・協賛各社、コース管理者を非難・中傷しないことを誓います。ま
た、中止決定により生じた全ての費用は、私自身で支払うものとし、本大会関係者、後援・協賛各社、コース管理者に対し損害賠償を要求したりしないことを誓います
。 ■私は、本大会への参加申し込みにあたって、大会事務局が参加の可否について最終的な決定権を有していることを十分に理解し、大会事務局の判断により、
私の参加申込が不可となった場合、または、不可となった理由が開示されない場合であっても何ら異議を唱えず、本大会関係者、後援、協賛各社を非難・中傷したり、
理由を追及したりしないことを誓います。また、本大会参加中は、大会関係者の指示に従い、もし、これに反した言動または行為によって本大会運営に支障を与えた場
合は、即刻会場またはその近辺から退去することを誓います。 ■本大会に関連して撮影された私、または私の車両が撮影された写真や映像、競技結果やその他記
録を、本大会主催者もしくは後援会社が販売促進や宣伝活動に自由に利用することを許可します。 ■本大会に関し、私または同行者が写真や映像を撮影する場
合、当該写真等の利用にあたっては、第三者の個人情報をみだりに明らかにしないよう十分配慮するとともに、もし、第三者から利用に関する申し入れがあった場合
には真摯に対応し、大会関係者等には、一切迷惑をかけないことを誓います。 ■会場内での私の車両、その他持参品については、すべて私自身の責任において管
理することを誓います。また私の持参物の盗難や紛失などの損害について、本大会関係者、後援協賛各社ならびにコース管理者を非難したり、責任を追及したり、損
害賠償を要求したりしないことを誓います。
以上、署名と捺印を持って誓約いたします。
参加者（運転者）署名

親権者署名（運転者が２０才未満の場合のみ記入）

印
事務局あて連絡記入欄
※身体に障害をお持ちの方は、必ず詳細をご記入下さい。

印
事務局記入欄
受付

Ｎｏ．

参加費

備考

