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毎年の恒例行事『ＭＩＮＩ ＦＥＳ.』！！２０２１年の開催が決定しました。
全国のＭＩＮＩオーナー、ＭＩＮＩ好きの皆様、今年も富士スピードウェイに揃ってご集合下さい！！
※感染症対策を行うため例年とは開催内容を一部変更または縮小しての開催となりますので予めご了承下さい
※開催当時の社会情勢により、 直前に開催中止の判断をさせて頂く可能性がある事を予めご了承ください

● 開催日・会場について

開催日 ： ２０２１年１１月１３日（土）

開催場所 ： 富士スピードウェイ イベント広場
静岡県駿東郡小山町中日向６９４ ＴＥＬ:０５５０－７８－１２３５

● 各コンテンツについて

● イベント参加、駐車代

ミニ以外でも参加OK！

イベント当日にＭＩＮＩ ＦＥＳ．開催会場内へ参加車両を駐車し、イベントにご参加頂けるお申込です。
ミニ専用パドックをご準備しておりますので、ミニオーナー様どうしの交流を楽しんで下さい！
※グループ単位で纏まって駐車枠を確保されたい方は、グループ代表の方が別途先行してグループ申込を行って下さい
※ＭＩＮＩ以外の車両は別駐車場へのご案内となりますので、予めご了承下さい

※毎年人気を頂いておりましたレーシングコース体験走行について、２０２１年は会場側の理由によりＭＩＮＩ ＦＥＳ．内での実施予定はありませんのでご注意下さい
※その他、不明点は事務局までお問い合わせ下さい

● 定員と当日の駐車場について
今年は感染症対策の一環として参加台数を絞って開催しますので、会場はイベント広場のみでの開催とさせて頂きます。
駐車スペースには限りがある為、定員になった際は受付け締切とさせて頂きますのでご了承下さい。
★ グループエリア枠の申込みについては９/３０で申込受付を終了し、その段階で余った駐車エリアについては一般の駐車枠として追加させて頂きます ★
※ グループエリア枠申請申込書はプロクルーズホームページのＭＩＮＩ ＦＥＳ．案内ページからダウンロードしてご使用ください
駐車エリア

定員

駐車エリア

定員

① 一般

２５０台

② グループエリア

２５０台

②のグループエリアは、別途代表者様が先に専用申し込みを済ませ、
予め専用スペースを確保して下さい
※代表者様からのお申込みが無い場合、グループエリアは確保出来ません

今年は感染症対策の一環として、全体の募集台数を例年の約半数とさせて頂きます。

● 参加費について
コンテンツ名

事前申込費用

イベント参加、駐車代 （税込）

２，５００円（税込）

イベント参加は事前申し込みのみとなります。 当日受付は行いません！
サーキット入場料は当日各自で別途お支払いとなりますのでご注意下さい！

ＭＩＮＩ ＦＥＳ．のイベント参加費となり、お申込みの方はＭＩＮＩ ＦＥＳ．開催会場内にお車を1台、
駐車して頂く事が出来ます。
参加費にはサーキット入場料を含みませんので、当日入場の際に個別にFSW入場ゲートで
各自入場料をお支払いください。
※入場料は富士スピードウェイＨＰからご確認下さい
※参加車両以外のサポートカー、搬入車については、別途参加費をお支払い下さい。
※ＭＩＮＩ以外の車両でも①へご参加頂く事は出来ますが、当日の駐車場は他車種専用駐車場
となりますので予めご了承下さい。

● 参加申込・申込期間について
ご参加を希望の方は、コンテンツに関わる全ての資料・誓約書を良くお読み頂き、全て了承・ご納得の上でお申込下さい。
参加申込は、下記いずれかの方法で受付をおこなせて頂きます。
① 『記入済み申込書＆誓約書 + 参加費』を事務局に現金書留でお送り頂く
② ＷＥＢ申込を行って頂いた上で、参加費を銀行振り込みでお支払い頂く

※ＷＥＢ申込はプロクルーズホームページ内からお申込み頂けます
ＷＥＢ申込は即座に空き枠を押さえる事が出来ますのでお勧めです！！

今年は事前受付のみとさせて頂きます。当日受付は行いませんのでくれぐれもご注意下さい。
お申込みについては上記①②のどちらの場合でも、受付期間内に事務局で参加申込申請と参加費が揃った物から先着順で受付とし、受付期間前に到着した物に
ついては受付開始日の翌日に到着した物とみなしてカウントします。
また、何らかの理由で不受理になった場合、申込後にキャンセルされた場合は、事務局手数料（1,000円）を差し引いてご返金致しますので予めご了承ください。
また、申込期間内であっても定員に達した場合は受付終了とさせて頂きますので予めご了承ください。

事前申込期間 → ２０２１年９月１５日（水）～１０月３０日（土） ※定員に達しない場合、申込期間を延長する場合もあります
開催時期の状況によってはイベント開催を見合わせる可能性もありますので、お申込み前に最新の情報を事務局にお問い合わせ頂くか、イベントＨＰから最新情報の
ご確認をお願い致します。

裏面に記載の各ご案内も必ずご確認下さい

こちらはイベント案内の裏面となりますので、先に表面をご確認下さい。

● 参加受理・申込に関する注意点について
お申し込みの方には、参加の受理を当日詳細資料の発送でお知らせさせて頂きます。当日詳細資料の発送はイベント開催日の約１週間前頃に郵送で行います。
当日の集合時間、車両通行証等、詳細については当発送資料でご確認頂きます様にお願い致します。
尚、当日資料の発送後は如何なる理由であろうとも申込キャンセルや返金をお受けする事が出来ませんのでご注意ください。但し、天変地異等による不可抗力で
イベント開催が不可能となった場合、返金手数料（１，０００円）を差し引いてご返金致します。その他、不明点は事務局までお問い合わせ下さい。

● イベントご参加の方へ（全コンテンツ共通）
参加にあたり事務局側の指示を理解できる方とします。申込内容（住所・氏名等）及び参加車両は、申込書記載の内容と相違ない様、気を付けて下さい。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事もあります。（過去に本大会、協賛、後援会社イベント及び事務局【㈱プロクルーズ】開催
イベントにおいて、虚偽の記載をしたものは本大会への参加を認めません。以上の他、主催者が大会参加に不適切と判断した参加申込者については、お申込を受
け付ける事が出来ませんので予めご了承ください。尚、参加の可否の理由に関するお問い合わせには一切お答え出来ませんのでご注意ください。

● ペット同伴の方へ
ＭＩＮＩ ＦＥＳ．開催当日、イベント会場内に限ってはペットの同伴可能とさせて頂きます。
但し、その他エリア（イベント広場以外）については全てペット同伴禁止エリアとなりますので、くれぐれもご注意をお願い致します。
また、屋外では必ずリードを装着頂くと共に、糞尿については必ず適切な処理を行って頂き、会場内に残す事が無い様ご注意下さい。

● ＭＩＮＩ ＦＥＳ．２０２１ 感染症対策 ガイドライン
●イベントを安全に運営する為、 参加者の皆様には以下の内容にご協力をお願い致します。
・ 主催者で考えられる最善の感染防止策を行いますが、 参加者各自での感染対策の徹底もお願い致します。
・ ご参加の方は必ず事前お申込みを行って頂き、 参加頂く方の情報をご登録頂きます様にお願い致します。
事前お申込みをされていない方のＭＩＮＩ ＦＥＳ. 開催会場内へのご入場はご遠慮下さい。

●イベント前、 当日、 後日の対応について
・ イベント開催日に体調が悪い場合、 37.5℃以上の発熱がある場合はイベント参加をご辞退下さい。
※イベント当日は必ず各自で体温測定を行ってください
※必要に応じて主催者による検温、 体調チェックを行う場合がありますのでご協力ください
・ 同居家族や身近な知人に感染の疑いがある方がいる場合はイベント参加をご辞退下さい。
・ イベント開催日の過去 2 週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬をされた方は、 イベント参加のご辞退をお願い致します。
・ イベント開催日の過去 2 週間以内に海外渡航履歴のある方は、 イベント参加をご辞退下さい。
・ イベント開催日までの間は感染予防を徹底してください。
・ ご来場は原則参加者本人のみとし、 必要な場合は最小限のサービス員程度に限定してください。
※特に小さなお子様、 高齢者、 基礎疾患のある方のご来場はご遠慮下さい
・ 会場内では原則マスクを着用し、 出来る限り密集する事を避けてください。
※熱中症リスクもありますので、 状況に応じてマスクを外してください
・ 集合せざるを得ない際は人と人との間隔を２ｍ（最低１ｍ） をとり、 必ずマスクを着用してください。
・ 開会式、 閉会式、 集合撮影は感染防止のために簡略化する場合があります。
・ 他人への感染を防ぐ為、 咳エチケットは徹底してください。
・ イベント参加後 2 週間以内に来場された方への感染が確認された場合は速やかに事務局までご連絡ください。

● イベント事務局・お申込み先・お問い合わせ先について
ＭＩＮＩ ＦＥＳ．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

Mail

info@procrews.co.jp

URL

www.procrews.co.jp

ＴＥＬ：０４９３ｰ６２ｰ１４８５

ＦＡＸ：０４９３ｰ６２ｰ１４８６

ＭＩＮＩ ＦＥＳ．２０２１ イベント参加申込書
※ご記入頂く個人情報は、本イベントに関してお客様へのご連絡、緊急時の対応としてご記入頂くものであり、決してその他にて使用することはありません。
※当日のイベント会場の様子を画像、動画で撮影し、後日誌面・ＷＥＢでの公開を予定しておりますので、問題がある方は参加を控えて下さい。

参加を希望するイベント ※下記申込用紙に不備の無い様にご記入下さい
開催日

イベント会場

２０２１年１１月１３日（土）

管理Ｎｏ．（記入不要）

富士スピードウェイ イベント広場
グループエリア申込で参加される方のみご記入下さい

※グループエリア申込をご利用の場合、必ず予めグループ代表の方は先に別途グループ申込を行ってください

所属グループ名

参加者（オーナードライバー）の申請
フリガナ

生年月日

性別

氏名（本名）

明治・大正・昭和・平成
年

男・女

歳

月

（西暦

フリガナ

日
年）

同乗者人数
〒

住所

※予定で問題ありません

※ご自身の住所を記入下さい。

人

※参加受理書の送り先が異なる場合、別紙にて添付の事。

連絡先

自宅（

）

-

携帯（

）

-

メール

＠

※感染症対策として、同乗者がいる場合は後日必要に応じて同乗者の方の連絡先詳細等をお聞かせ頂く可能性がありますので予めご了承下さい
参加車両の申請
車両名
（例：ジョン クーパー ワークス）

型式 （例：ＡＢＡ-ＭＦＪＣＷ）

エンジン排気量・過給機の有無
（例：１５９８ｃｃ ターボ）

年式 （例：Ｈ２２年）

ナンバープレート
（例：品川３０１た１２-３４）

車両諸元

参加費の申請 ※左の欄に ✓ 印を入れ、参加費をご確認下さい

参加コンテンツ

チェック欄

参加費

● イベント参加、駐車代 （税込）

申込費用

※富士スピードウェイの入場料は開催当日に、各自で入場ゲートで別途お支払いください。

２，５００円

※参加受理後のキャンセルは、参加料等の払い戻し等、一切行えませんのでご注意ください。

参加規定、詳細、注意事項などをよく読み、内容をご理解・納得した上、上記申込書を漏れなく記入し、以下誓約書に署名・捺印の上、書留にてお申し込み下さい。
参加誓約書
●私は自ら希望し、上記の通り申し込むＭＩＮＩ ＦＥＳ．（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、決して主催者及び本大会関係者、後援・協賛各社、事務局、並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したり、責任追及したり、損害賠償を要求したりしない事を誓約致します。●万一私の故
意・過失により事故やトラブルを引き起こし、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）について相違ない事を誓います。運転者は、本大会に参加する事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、体験走行に対して適
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、本大会の走行及び出店に不適当なタイヤ、パーツ等を装着している場合や出店内容の場合は、走行及び出店を拒否され、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、事務局を非難・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、事務局、並びにコースの管理者を非難・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、事務局、コースの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、事務局、コースの管理者を非難・中
傷したり、理由を追及したりせず、大会会場またはその近辺に立ち入ら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。

ＭＩＮＩ ＦＥＳ．事務局

株式会社プロクルーズ殿
運転者署名（本名）

●私は、上記誓約書の内容を誓約致します。

西暦

年

月

※事務局記入欄
受付日

備考

受付Ｎｏ．

参加料

受理書発送日

日

その他、主催者への連絡事項がある方はご記入下さい。
※身体に障害をお持ちのかたは、必ず詳細をご記入下さい

＊参加者が未成年の場合、親権者の署名が必要です。

