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2022年 1月 20日 

TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup 2022 

関係各位 

T.R.A.からのお知らせ №2022-02(Yaris) 
   トヨタカーズ・レース・アソシエイション 

 

 

『 Yaris Cup 練習走行会・見学会 』 

開催のご案内 
 
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup 2022の開幕戦を 2か月後に控え、練習走行会・見学会を下記日程にて開催いたします。 

当日は専有走行枠のご提供に留まらず、講習会の実施等、スキルアップのお手伝いもいたします。 

「Yaris Cup への参戦を検討されている方」、「雰囲気をみてみたい方」は見学会のみの参加も可能ですので、お誘

いあわせの上ご参加くださいますようご案内申し上げます。 

Yaris Cup への参加を検討されている方を対象に説明会も予定しております。 

参加をご希望の方は、下記【参加申込】に従い T.R.A.事務局までお申込み下さい。 

なお、今後のコロナウィルス感染拡大の状況によっては、開催中止となる場合がございますので予めご了承下さい。 
 

【開催概要】 

□ コース走行：30 分枠（実走行 25 分程度）×2回の専有走行を提供（サーキットライセンス不要） 

□ 講習会：FSW コース解説、テクニカル講習、グッドイヤータイヤ講習、GRレコーダー講習を行います。 

□ Yaris Cup 参戦希望者対象説明会：車両購入からレース参加までの説明等を行います。 
 

【開催日程・場所】  

□ 2 月 19日（土） 富士スピードウェイ（静岡県） 受付 8:00～（予定） 
 

【参加費用】 

□ 費用：参加料無料 
※練習走行会参加者でFISCOライセンスをお持ちでない方はFISCO1日会員(900円)に加入していただきます 

 

【練習走行会参加資格】⇒下記条件を満たす方  

□ 『TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup 2022』のレーシングパスポート申請およびドライバー登録が済んでいる方 

(2月 10日現在) 

□ 2022年に有効な JAF国内競技運転者許可証 A以上を所有されている方(2月 10日現在) 

□ 2022競技規定/車両規定に則した装備品・車両でご参加いただける方 
 

【参加申込】 

□ 募集台数：54台 

※コース上の安全確保のため、申込台数が 54 台を超えた場合は経験の少ない方を優先させていただく場合が

ごさいますのでご了承下さい。 

□ 申込期間：2月 1日（火）～2月 10 日（木）まで 

T.R.A.事務局宛にメール（tra.info@tomsspirit.co.jp）にて、参加申込書をご記入･ご捺印の上、お送り下さい。 

参加受理書（参加受理およびご案内等）をメールにてご返信いたします（2月 15日頃メール配信予定）。 
 

【その他】 

□ 車両整備スペースは A パドックを予定しています。 

□ 当日のスケジュール・入場方法等の詳細につきましては、参加受理書にてご案内いたします。 
 

【問合せ・申込先】 

T.R.A.事務局（トヨタカーズ・レース・アソシエイション） 

〒224-0054 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町 2113 103 号室 

Tel:045-507-4226/Fax:045-507-4225/e-mail:tra.info@tomsspirit.co.jp 

mailto:tra.info@tomsspirit.co.jp
tel:045-507-4226/Fax:045-507-4225/e-mail
mailto:tra.info@tomsspirit.co.jp


□ 練習走行会 □ 見学会　　※参加を希望する方にチェックを入れてください

◆ 参加者

◆ 緊急連絡先（当日連絡可能な方）

◆ 参加車両 　　MT　 　　CVT

◆ 2022年シリーズ・ゼッケンNo.(レーシングパスポート申請済みのゼッケンNo）

◆ 参加誓約書

私は、本イベント参加にあたり、車両運転についての標準能力を持っていることを申告致します。

また、イベント中に発生した事故が、イベント主催者、他参加者などに起因する場合であっても、

私および私のチーム関係者が責任の追及や損害賠償などを請求しないことを誓約致します。

私自身、または私のチーム関係者の過失により、本イベント開催サーキット所有の施設器材、

車両等に損害を与えた時は、その損害について弁償致します。

攻撃的・侮辱的な言動、暴言をを発する行為や威嚇的な振る舞いをしないことを誓約致します。

参加者が未成年の場合、参加する事を親権者として承諾し、印鑑証明を添えて申し込みます。

私は、上記内容を誓約したことを条件に、申込み用紙に署名し、参加申込み致します。

□無 □有

携帯orTEL E-MAIL

FISCOﾗｲｾﾝｽNo.

携帯orTEL氏名（続柄）

住所

〒  　　　

自動車登録番号

JAFライセンスNo.

所持者のみ

※本イベント参加にあたり記入して頂いた個人情報に関しては、本イベントの円滑な運営にのみ活用させて頂きます。

２０２２年　　月　　　　日

参加者署名：

※運転者が20歳未満の場合、保護者の署名実印捺印

ゼッケンNo.

【主な参加レース実績】

名参加者以外の同行者

印 保護者署名： 実印

本イベント期間中、私自身、または私のチーム関係者が、本イベント参加者を含むすべての関係者に対して、

車台番号 MXPA10

□有□無

以下、練習走行会参加者のみ記入

Yaris Cup 練習走行会・見学会 参加申込書

氏名

血液型

モータースポーツ参加歴

－－

ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日

  年    月    日（  　歳）

ＲＨ□＋/□-



2020年 5月 1日

FISC01日 会員のご案内

富士スピードウェイのコース施設(レーシングコース・ショートサーキット・ジムカーナコース・ドリフトコース・駐車場)を

安心して走る為の会員システムが FISC0 1日 会員です。走行会、イベント等を安心して楽しみたい方にお勧め致します。

FISC01日 会員の特典として見舞金支給が受けられます。

対  象 i専有走行 (走行会参加者 )

会員会費11名 に付き 1日 900円 (日SCOライセンス会員の方は必要ありません)

※ 別紙、FISC01日 会員申込書の提出が必要です。

※ FISCOライセンス会員の方は別途名簿提出が必要です。

※ 専有走行の開始時間までに申請をお願い致します。

見舞金支給について

見舞金支給規定

FISC01日 会員が、富士スピードウェイ各施設内(レーシングコース・ショートサーキットロジムカーナコース・

ドリフトコースロ駐車場)で富士スピードウェィ管理下の走行中(レース競技中、スポーツ走行中、および専有走行等 )

に起きた事故によって身体に被つた、下記障害に対して見舞金が支払われます。

① 入院見舞金 :日額 6,000円 (180日 を限度とする)

※怪我の治療の為、病院または診療所に入院し、平常の生活、または仕事ができない場合。

※通院・リハビリは対象外となります。

② 後遺障害見舞金 :1,000万 円を限度とする

※事故の日からその日を含めて 180日 以内に後遺障害が生じた場合。

③ 死亡見舞金 :1,000万 円(法定相続人へ支払)

※事故の日からその日を含めて 180日 以内に死亡した場合。

【ご注意】

・昌士スピードウェ∠各施設内を走行中の事故により負傷した場合、必ず負傷した当日にスタツフの

確認を受けてください。

・見舞金の請求手続きについては、退院後に富士スピードウエイライセンス事務局 (電話:0550-78-1231)

までご連絡下さい。

日入院証明として領収書等が必要となりますので、保管をお願いいたします。

・必要な書類につきましては、保険会社よりご連絡いたします。

2.免責事項

FISC01日 会員に故意、または重大な過失がある場合、丞型Lttfコll≡墨ョ型L重1負傷L≧屋』童塁1室堕上、場合は

この限りではありません。

<お問い合わせ先>富 士スピードウェィ株式会社 コース運営部運営課

〒410-1307静岡県駿東郡小山町中日向 694

TEL:0550-78-1231(9:00～ 17:30)FAX10550-78-1900
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