
 

Tipo OVERHEAT MEETING 2018 走行会 参加案内 

開催場所 

開催日：2018年 7月 15日（日） 7時～１8時（イベント終了時まで） 

場所：岡山国際サーキット 【住所：岡山県美作市滝宮 1210 TEL:0868-74-3311】 

 

イベント運営 

主催：株式会社ネコ・パブリッシング 

運営：株式会社ネコ・パブリッシング ティーポ・オーバーヒート・ミーティング 2018事務局 

共催：株式会社岡山国際サーキット 

 

お申込み／お問い合わせ先 

ティーポ・オーバーヒート・ミーティング 2018事務局 
〒141-8201 東京都品川区上大崎 3-1-1 目黒セントラルスクエア 

株式会社ネコ・パブリッシング 

TEL：03-5745-7828（平日 10:00～17:00） 

E-Mail：overheat-qa@neko.co.jp 

WEBサイト：http://www.hobidas.com/tohm/ 

当イベントに関する最新情報はWEBサイトやフェイスブックに 

随時アップいたしますので、ぜひご覧ください。 

 

 

  

プライバシーポリシー 
株式会社ネコ・パブリッシング（以下、「当社」といいます）は、お客様の氏名、性別、住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報（特定の

個人を識別できる情報）について、個人情報保護法その他関連法令を遵守するとともに、以下の方針に則って適切に取扱うものとします。 

■ 個人情報の管理について：当社は、個人情報の漏えい、紛失、破壊、改ざんや外部からの不正なアクセスを防止するため、法令や主務

官庁の指針に従って必要な措置を講じ、個人情報を適切に管理いたします。 

■ 個人情報の第三者への提供について：お客様からご提供いただいた個人情報は以下の場合を除き第三者に提供することはありません。 

(1) お客様の同意がある場合   (2) 各種法令の規定により提出を求められた場合  (3) 人の生命、身体または財産の保護のために必

要がある場合で、お客様ご本人の同意を得ることが困難であるとき  (4) 公衆衛生の向上や児童の健全な育成のために特に必要がある場

合で、お客様ご本人の同意を得ることが困難であるとき  (5) 税務調査や犯罪捜査等で公的機関等への提出が特に必要とされる場合 

■ 個人情報の開示・訂正・削除・利用停止について：個人情報の開示、訂正、削除および利用停止を求められた場合は、当該請求者がお客

様ご本人であることを確認できた後に、適切に対応いたします。開示・訂正・削除・利用停止をご希望される場合は、下記の当社お問合せ窓

口までお問合せ下さい。 

■ お問合せ窓口：お客様の個人情報の取扱いについてのお問合せは、下記窓口で申し受けいたします。 

株式会社ネコ・パブリッシング 総務部   電話番号 03-5745-7800（土曜、日曜、祝祭日は除く） 

＊ 当社では、プライバシーポリシーの内容を改定する場合があります。 ＊ その場合は当社のホームページで通知いたします。 

mailto:overheat-qa@neko.co.jp
http://www.hobidas.com/tohm/


☆ レース形式走行会 ☆ 

 

□バトルロイヤル 60 分エンデュランス・トロフィー（無給油レース・計測あり） 
レース形式スポーツ走行：46,000 円（税込） 
付属パス：ドライバー×3、ピットクルー×3、参加車両×1、サポートカー×2 
安心走行料（ドライバー3 名分）含む 

近頃アチコチで盛り上がっている、ノン・ライセンスで OKな耐久レース形式の走行会です。車両規則を満たしていれ
ばメーカー車種、年式などは問いません。タイム計測もしますが、それだけではないサーキット走行の『楽しさ』を満
喫してください。燃料給油は禁止となっているので 60分のペース配分が鍵となるかも。 
 
＜レギュレーション＞ 
※ハンディキャップはありません。ドライバーは 1～3名ですが、ドライバー人数に関わらず、ピット回数は最低 2回で
す。また、ピットに入るごとに、必ずドライバー交代、もしくはドライバーが一度車両から降りて、乗りなおすことを義務
とします。規則を破った場合、ピット回数 1回につき 1周減算いたします。 

 

□バトルロイヤル・スプリント・トロフィー（計測あり） 
レース形式スポーツ走行：28,000 円（税込） 
付属パス：ドライバー×1、ピットクルー×2、参加車両×1、サポートカー×1 
安心走行料（ドライバー1 名分）含む 

フォーミュラや RV以外のクルマならば何でも OK、『よっしゃバトルしようぜ！』なクラス。 
パフォーマンスカーやレーシングカーも、イタフラなスポーツカーも街乗りのファミリー・セダンでも参加 OK。 
予選もあるしタイム計測もするから友達同士で競い合うのも面白いかも !? 

 

 

※ ご注意 ※ 

⚫ スリックタイヤ及びカットスリックタイヤでの出場は不可とさせていただきます。 

 

 

  



レース形式走行会 

参加車両についての決まりごと（車両規定） 
  

レース形式各クラス共通・参加車両規定 

RV（1BOX及び 1.5BOXのワゴン、クロカン系 4WD、ミニバン）車両は、 

規定によりサーキットコース内の走行には参加できませんのであらかじめご了承ください。 

1. 車両安全装備 

(1)ロールケージ 

4 点式以上のロールケージを備えていることが望
ましい。安全のための補助バーの追加は自由とし
ます。オープンカーでロールバーのない車両は
参加できません。 

(2)サイド・プロテクターバー 

安全の為にサイドバーの装着を推奨します。 

(3)シートベルト 

4 点式以上のワンタッチ式フルハーネスタイプを
装備してください。 

装着が難しい車両に関しては事務局までお問い
合わせ下さい。 

 

2. タイヤ 

(1)市販ラジアルタイヤ（Ｓタイヤを含む）のみにな
ります。市販ラジアルの定義は各タイヤメーカー
のカタログに載っているものとします。 

(2)スリップサインの出ているタイヤは使用できま
せん。 

(3)スリックタイヤ及びカットスリックタイヤの使用
は一切禁止とします。 

3. サスペンション 

(1)ショックアブソーバー、スプリングは取り付け、
数量、作動原理を変えなければ自由とします。 

(2)スタビライザーの取り付け、取り外しは自由と
しますが、取り付け位置、その他の改造はできま
せん。 

 

4. 消火装置 

消火器の設置は金属製のストラップのワンタッチ
式とし、車体への取り付けはボルト止めとします。
容量は粉末消火器 2kg以上をご使用下さい。 

 

5. 灯火 

灯火類は正常に作動すること。 

 

6. 燃料給油 

場内においての燃料給油は指定のガソリンスタ
ンドにて給油すること。また、60 分耐久での燃料
給油は禁止とします。 

 

カテゴリー別車両規定 
 

☆バトルロイヤル 60分エンデュランス・トロフィー☆ 

参加車両は上記の共通規定に合致した車両であればメーカー、年式、車種は問いません。フォーミュラカ
ー以外のレーシングカーは参加可能です。 
 

☆バトルロイヤル・スプリント・トロフィー☆ 

参加車両は上記の共通規定に合致した車両であればメーカー、年式、車種は問いません。フォーミュラカ
ー以外のレーシングカーは参加可能です。 
 

※その他、事務局が認めた車両も走行可能とします。 



☆ スポーツ走行会 ☆ 
◇速いクルマのちょっとは抑えよう走行会（計測なし） 
スポーツ走行/本走行 20 分：14,000 円（税込） 
付属パス：ドライバー×1、参加車両×1、安心走行料（ドライバー1 名分）含む 

このクラスは普段持てるチカラを発揮する場所がない、高性能車によるスポーツ走行。折角スピードを出すために
生まれてきたクルマたちのパフォーマンスを十分に発揮して、ドライバーのストレスも思いっきり発散させて下さい。
特に参加車両に規定を設けませんが、いわゆるスーパーカーといわれるモデルやパワーのあるスポーツカー、GT車
両が中心となります。 
 

◇ミドルクラスのテンション上げてこう走行会（計測なし） 
スポーツ走行/本走行 20 分：14,000 円（税込） 
付属パス：ドライバー×1、参加車両×1、安心走行料（ドライバー1 名分）含む 

各メーカーの中で最も車種が多いのがこのクラス。2 リッタークラスの車両はみんなこのクラスに編入だー！ 
もしかしたら速いクルマの走行会よりも速いクルマがいたりして？ ちょうど中間のこのクラスの走りをお楽しみ下さ
い。 
 

◇速くないクルマの元気な走行会（計測なし） 
スポーツ走行/本走行 20 分：14,000 円（税込） 
付属パス：ドライバー×1、参加車両×1、安心走行料（ドライバー1 名分）含む 

フィアット 500 だとかシトロエン 2CV だとかミニだとか、速いスポーツカーと混走するのはちょっと怖いかなぁというク
ルマ達。あるいはパワーの小さなライトスポーツカーやファミリーサルーン。でも走る事って『楽しい』って気持ちを持
った人たちが沢山いることを Tipoは知っています。そこで小排気量車を中心として Tipoが認めた『これ速くないかも』
と思うクルマのみ参加できるスポーツ走行です。 
 

◇ルノー・カップ（計測あり） 
スポーツ走行/本走行 20 分：14,000 円（税込） 
付属パス：ドライバー×1、参加車両×1、安心走行料（ドライバー1 名分）含む 

ルノー社製のクルマであれば年式・車種を問わず参加できるスポーツ走行会（ただし、カングー、セニック、コレオス、
エクスプレス等のミニバン、SUVモデルは走行不可）。このクラスはタイム計測も行ないます。 
 

◇ヒストリック・スポーツラン（計測なし） 
スポーツ走行/本走行 20 分：14,000 円（税込） 
付属パス：ドライバー×1、参加車両×1、安心走行料（ドライバー1 名分）含む 

日本各地で行われているヒストリックカー・イベント。中でもヒストリックカーが走る姿は見る方も参加する方も愉しさ
満載です。これを外してティーポのイベントは語れないでしょう。ヒストリックカーの勇姿を思う存分楽しんでください。
国内外を問わず 1988年までに生産された車両およびその同型車が参加することができる、ヒストリックカーによるス
ポーツ走行です。 
 

☆ ファミリー走行会（先導車付き走行） ☆ 

 

○のんびりゆったり走行会（計測なし） 
ファミリー走行/本走行 20 分：6,000 円（税込） 
付属パス：ドライバー×1、参加車両×1 

クルマで走るのは好きだけど飛ばすのはちょっと……、彼女や家族と一緒だから一人で楽しむのも問題ありだよなぁ
……、サーキットで走ってみたいけど自信がない。そんな人には、ペースカーに先導してもらいながら走る「のんびり
ゆったり走行会」でサーキットを体験していただきましょう！ ヘルメットをかぶらなくて OK、クルマの定員まで乗車
OK、みんなでコース散策をしてみませんか？ 

 

 



○オール・ルノー・ラン（計測なし） 
ファミリー走行/本走行 20 分：6,000 円（税込） 
付属パス：ドライバー×1、参加車両×1 

「Vis Tes Passions 好きを、走れ。」ルノー車でサーキットコースを埋め尽くそう！ メガーヌからカングーまで、ルノー
であればどんな車種でも乗車定員まで乗車可能なファミリー走行。家族や仲間と共に、サーキットクルーズが楽しめ
ます。車高の高いカングーでも安全に走れるよう、先導車付の体験走行会です。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

スポーツ走行会・ファミリー走行会の車両規定 
 

★スポーツ走行会★ 

RV（1BOX 及び 1.5BOX のワゴン、クロカン系 4WD 及び 2WD、ミニバン）車両、及び車高が 1550mm より
高い車両は、規定によりサーキットコース内の走行には参加できませんので、予めご了承ください。 
ただし、ファミリー走行会を除く。 

★ファミリー走行会★ 
車両規定はありません 
 
それ以外は、下記 2点を満たす車両です。 
①3点式以上のシートベルトが装備されている 
②スリップサインの出ていないタイヤ（スリックタイヤ及びカットスリックタイヤは禁止です）を装着している 
 

※その他、事務局が認めた車両も走行可能とします。 
 



※服装について※ 
 

□レース形式走行会 
レーシングスーツ、ヘルメット、グローブ（指全てが覆われるもの）、レーシングシューズまたはスニーカーを着
用してください。 

◇スポーツ走行会 
レース形式走行会と同等の装備が望ましいですが、難燃素材(綿など）の長袖、長ズボン、ヘルメット、グローブ、
レーシングシューズまたはスニーカーを着用してください。 

○ファミリー走行会 
乗車される方全員が難燃素材(綿など）の長袖、長ズボン、運転しやすい靴（ドライバーのみ）を着用してくださ
い。 

□レース形式＆◇スポーツ走行会 
ドライバーのヘルメットは、JIS規格もしくはスネル規格の着用を義務付けます。 
ファミリー走行ではヘルメットを着用する必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

安心走行料について 
 

本イベントに参加される全てのドライバー＆ピットクルーを対象に、安心走行料（傷害保険）をご用意して
おります。（1名につき、1口の加入となります。）安全に楽しくご走行いただけますよう、事前のご加入を推
奨しておりますので、ご検討のうえ、お申込みください。レース形式走行及びスポーツ走行には安心走行
料を付帯させていただいております。ファミリー走行に関してはできるだけ加入をお願いいたします。 

加入費＆対象について 
ドライバー＆ピットクルーともに：１名様 2,000円／申込み該当日のみ有効 

この安心走行料は、1名様に対して 1口でお申込みいただけます。ご加入いただきました名義の方のみが
対象となりますので、ご注意ください。事前申込みとなりますので、参加申込み時にご一緒にお願いいたし
ます。 

見舞金について 

加入者がサーキット場内において身体に被った傷害事故に対して、支給規定に従い、医療見舞金（入院
＆通院）をお支払いいたします。ただし、後遺症または死亡などの場合はドライバー：912 万円、ピットクル
ー：400万円を上限とし、医療見舞金は 180日までとなります。サーキット走行時については、一般の自動
車保険は対象外となりますので、予めサーキットに適応した保険にご加入ください。 

ご加入について 

本イベントでは、関連して起因した全ての事故・破損および障害について、主催者側は責任を負いかねま
す。その為、万が一に備えて、この安心走行料へのご加入を推奨しております。同乗される方、ピットクル
ーなどで同行される方、お子さまなどもご加入いただけます。 

  

レース形式走行会・スポーツ走行会の車検について 

レース形式走行、スポーツ走行に参加する車両には、車両検査書への記入が義務づけられております。 
このイベントでは、各エントリー車両の安全とコンディションに関しては、オーナー及びエントラントの自己責
任とさせて頂いております。当日サーキット内で車検を行わない代わりに車両検査書に書かれた項目につ
いては、各自チェックをして車両検査書の必要事項に記入のうえ、当日参加受付へご提出ください。 

※オイル漏れなどによるコース上の清掃や、施設及び備品等への損害に関して、復旧に要する費用を請
求させていただきますので、あらかじめご了承ください。 



※ ご注意 ※ 

同一車両で 2カテゴリー以上お申込みの際、走行車両パスは 1車両につき 1枚となります。 

※積載車及びサポートカーは一切パドック内に駐車できません。搬入後は速やかに、専用の駐車場に移
動をお願いいたします。 

ピットのお申込みについて 

参加される方々に公平を期す為にピットのご使用については、全て有料とさせていただいております。 

ピットは数に限りがありますので、申込み先着順とさせていただきます。ご希望の方はお早めにお申込みく
ださい。 

ピットのお申込みは走行車両 1台につき 1枠（1台分）のみとさせていただきます。1台のお申込みで複数
枠のお申込みはできませんので、ご注意ください。 

なお、ピットの使用時間については、当日朝から夕方までとなります。前日からのご使用は固くお断りさせ
ていただきますので、予めご了承ください。 

※また、ピットの譲渡及びピットの指定はできませんので、予めご了承ください。 

注意：ピットの使用については、どのような状況であってもスタッフの指示に従ってください。スタッフの指
示に背いた場合、エントリーを取り消しさせて頂く場合もございます。 

 

 

 

追加パスについて 

各カテゴリーごとにパス類が付いておりますが、足りない方のために追加パスのお申込みも受け付けてお
ります。 
同行される人数分のピットクルー・パス、同行される台数分のサポート用駐車パスをお持ちでないと、一般
入場時間まで入場ができなくなりますので、事前にお申込みをお願いいたします。 
 

ご昼食について 

サーキット内にはレストランもございますが、一般来場者の方々もご利用されますので、当日はかなりの
混雑が予想されます。事前にお弁当のご手配を済ませておくことをお勧めいたします。当日のキャンセル
については返金できませんので、予めご了承ください。また、当日のお申込みはできませんので、事前に
お申込みください。 

  

※ピットの使用については、原則として前日からの車両搬入はお断りさせていただきます。 

運営の決まりに背いた場合、エントリーを取り消しさせていただく場合がございます。 



参加申込み注意事項 

⚫ 当案内をよくご確認いただき、お申込みください。 

⚫ 参加費用などは理由を問わず返金はできませんので、予めご了承ください。 
ただし、参加台数が定員枠を超え、参加不可能な場合など運営側の都合による場合を除きます。 
お客様のご都合でのキャンセルについては返金できません。また、状況によってはキャンセル料が
生じる場合もございますので、予めご了承ください。 

⚫ お申込み後、参加車両などに変更が生じた場合は速やかにご連絡ください。 

⚫ ピットの使用については、有料（1台：￥6,000／1日）です。 
数に限りがございますので、お申込み時の先着順となります。 

ピットのお申込みは走行車両 1台につき 1枠（1台分）のみとさせていただきます。1台のお申込みで
複数枠のお申込みはできませんので、ご注意ください。また、ピットの譲渡及びピットの指定はできま
せんので、予めご了承ください。 

⚫ 定員となり次第締切らせて頂きますので、お申込みはお早めにお願いします。 

⚫ 参加申込み締め切り後、書類審査の上、7月上旬に正式参加受理書を発送いたします。 
お申込みいただいたご住所にお送りいたしますので、記入漏れの無いようご注意ください。 
審査の上、参加を受理できない方には返金の手続きを取らせていただきます。エントリー状況や内容
によっては、走行枠のカテゴリーを事務局にて調整する場合もございますのでご了承ください。 

参加申込み方法 

① ティーポ・オーバーヒート・ミーティング公式サイトから案内されているエントリーフォームにご記入の上、
お申込みください。 

② クレジットカード決済以外での参加費のお支払いについては、エントリー内容を確認後、ご案内をメー
ルにてお送りします。なお、追加申込みがある場合、追加項目も同時にご購入ください。 

 

http://www.hobidas.com/tohm/ にて 

最終締切日：2018年 6月 17日（月）20：00まで 

 

お申込み/お問い合わせ先 
ティーポ・オーバーヒート・ミーティング 2018事務局 

〒141-8201 東京都品川区上大崎 3-1-1 目黒セントラルスクエア 

株式会社ネコ・パブリッシング 

TEL：03-5745-7828  e-mail overheat-qa@neko.co.jp 

 

 

mailto:overheat-qa@neko.co.jp

