
HYPERPRO MEETING 2018 
2018年 9/30(日) 那須モータースポーツランド    

フリガナ
生年月日

※日中連絡できる番号。  携帯電話可

※日中連絡できる番号。  携帯電話可

3回未満 3回以上初めて

●キャンセルは9/21(金)までに申し込みいただいた窓口へご連絡ください。

サーキットミーティング実行委員会(担当：藤井)

●個人情報保護について
当社は法令・各種規範・ガイドラインを順守し、ご提供いただいた個人情報に関して正当な理由がない限り第三者に開示しません。

私は本走行会への参加にあたり関連して起こった死亡・負傷・その他事故について、決して主催者ならびに係員・雇用者に対し非難、損害賠償等
一切の責任を追及しないことを誓約します。これは事故が主催者、雇用者、コース管理者またはその他の参加者の手違い等に起因して起こった事
故に関しても変わりません。
私の過失により施設・機材・備品に損害を与えた場合は、その損害について全額弁償します。事故等で私の車両が破損した場合、いかなる理由で
あれ誰に対しても損害賠償を請求しません。また、参加費についてはいかなる理由があっても返済請求はしません。　　

サスペンションセッティング

本用紙を記入後、株式会社アクティブにFAXしてください。      ⇒  

参加料金 ￥4,000(税抜)イージー

FAX   0561-72-7012

クラス

・ 走行車両での自走トランポ ・・

氏　名

電話番号

住　所

〒

緊急連絡先 連絡先
氏名

（続柄：　　　　　）

ー

ー ー

ー ー

メール
アドレス

※参加証を郵送します。正確にご記入ください

血液型
    　　      年

　月  　　日

排気量参加車両

参加記念Tシャツ
希望サイズ

※9/14(金)までにお申込みの
場合、サイズ指定可能。
(以降はランダム配布)

参加
クラス

申込書
提出方法

サーキット
走行経験

CC

来場手段

■サスペンションセッティングイージークラス 申込書

Sサイズ Mサイズ Lサイズ XLサイズ

2018年　　　   月 　　　日

参加者署名：

参加者が満 20歳未満の場合は上記誓約者について、その親権者または保護者の署名が必要です。
※親権者または保護者の実印、印鑑証明のコピーを添付してください。

誓　約　書

2018年　　　   月 　　　日

親権者・保護者署名：

印

印

    

フリガナ
生年月日

※日中連絡できる番号。  携帯電話可

※日中連絡できる番号。  携帯電話可

3回未満 3回以上初めて

●キャンセルは9/21(金)までに申し込みいただいた窓口へご連絡ください。

サーキットミーティング実行委員会(担当：藤井)

●個人情報保護について
当社は法令・各種規範・ガイドラインを順守し、ご提供いただいた個人情報に関して正当な理由がない限り第三者に開示しません。

私は本走行会への参加にあたり関連して起こった死亡・負傷・その他事故について、決して主催者ならびに係員・雇用者に対し非難、損害賠償等
一切の責任を追及しないことを誓約します。これは事故が主催者、雇用者、コース管理者またはその他の参加者の手違い等に起因して起こった事
故に関しても変わりません。
私の過失により施設・機材・備品に損害を与えた場合は、その損害について全額弁償します。事故等で私の車両が破損した場合、いかなる理由で
あれ誰に対しても損害賠償を請求しません。また、参加費についてはいかなる理由があっても返済請求はしません。　　

サスペンションセッティング

HYPERPROサービスディーラー「広川モータース」までご提出ください。  ⇒

参加料金 ￥5,000(税抜)しっかり クラス  (広川モータース)

・ 走行車両での自走トランポ ・・

氏　名

電話番号

住　所

〒

緊急連絡先 連絡先
氏名

（続柄：　　　　　）

ー

ー ー

ー ー

メール
アドレス

※参加証を郵送します。正確にご記入ください

血液型
    　　      年

　月  　　日

排気量参加車両

参加
クラス

申込書
提出方法

サーキット
走行経験

CC

来場手段

■サスペンションセッティングしっかりクラス 申込書  (広川モータース)

2018年　　　   月 　　　日

参加者署名：

参加者が満 20歳未満の場合は上記誓約者について、その親権者または保護者の署名が必要です。
※親権者または保護者の実印、印鑑証明のコピーを添付してください。

誓　約　書

2018年　　　   月 　　　日

親権者・保護者署名：

印

印

HYPERPRO MEETING 2018 
2018年 9/30(日) 那須モータースポーツランド    

参加記念Tシャツ
希望サイズ

※9/14(金)までにお申込みの
場合、サイズ指定可能。
(以降はランダム配布)

Sサイズ Mサイズ Lサイズ XLサイズ

FAX  045-731-4612

    

フリガナ
生年月日

※日中連絡できる番号。  携帯電話可

※日中連絡できる番号。  携帯電話可

3回未満 3回以上初めて

●キャンセルは9/21(金)までに申し込みいただいた窓口へご連絡ください。

サーキットミーティング実行委員会(担当：藤井)

●個人情報保護について
当社は法令・各種規範・ガイドラインを順守し、ご提供いただいた個人情報に関して正当な理由がない限り第三者に開示しません。

私は本走行会への参加にあたり関連して起こった死亡・負傷・その他事故について、決して主催者ならびに係員・雇用者に対し非難、損害賠償等
一切の責任を追及しないことを誓約します。これは事故が主催者、雇用者、コース管理者またはその他の参加者の手違い等に起因して起こった事
故に関しても変わりません。
私の過失により施設・機材・備品に損害を与えた場合は、その損害について全額弁償します。事故等で私の車両が破損した場合、いかなる理由で
あれ誰に対しても損害賠償を請求しません。また、参加費についてはいかなる理由があっても返済請求はしません。　　

サスペンションセッティング

HYPERPROサービスディーラー「ブルドッカータゴス」までご提出ください。⇒

参加料金 ￥5,000(税抜)しっかり クラス  (ブルドッカータゴス)

・ 走行車両での自走トランポ ・・

氏　名

電話番号

住　所

〒

緊急連絡先 連絡先
氏名

（続柄：　　　　　）

ー

ー ー

ー ー

メール
アドレス

※参加証を郵送します。正確にご記入ください

血液型
    　　      年

　月  　　日

排気量参加車両

参加
クラス

申込書
提出方法

サーキット
走行経験

CC

来場手段

■サスペンションセッティングしっかりクラス 申込書  (ブルドッカータゴス)

2018年　　　   月 　　　日

参加者署名：

参加者が満 20歳未満の場合は上記誓約者について、その親権者または保護者の署名が必要です。
※親権者または保護者の実印、印鑑証明のコピーを添付してください。

誓　約　書

2018年　　　   月 　　　日

親権者・保護者署名：

印

印

HYPERPRO MEETING 2018 
2018年 9/30(日) 那須モータースポーツランド    

参加記念Tシャツ
希望サイズ

※9/14(金)までにお申込みの
場合、サイズ指定可能。
(以降はランダム配布)

Sサイズ Mサイズ Lサイズ XLサイズ

FAX  (0270)75-4731

    

フリガナ
生年月日

※日中連絡できる番号。  携帯電話可

※日中連絡できる番号。  携帯電話可

※排気開放車両不可

3回未満 3回以上初めて

●キャンセルは10/21(日)までに株式会社アクティブ サーキットミーティング実行委員会(0561-72-7014)霜鳥までご連絡ください。

サーキットミーティング実行委員会(担当：霜鳥)

●個人情報保護について
当社は法令・各種規範・ガイドラインを順守し、ご提供いただいた個人情報に関して正当な理由がない限り第三者に開示しません。

私は本走行会への参加にあたり関連して起こった死亡・負傷・その他事故について、決して主催者ならびに係員・雇用者に対し非難、損害賠償等
一切の責任を追及しないことを誓約します。これは事故が主催者、雇用者、コース管理者またはその他の参加者の手違い等に起因して起こった事
故に関しても変わりません。
私の過失により施設・機材・備品に損害を与えた場合は、その損害について全額弁償します。事故等で私の車両が破損した場合、いかなる理由で
あれ誰に対しても損害賠償を請求しません。また、参加費についてはいかなる理由があっても返済請求はしません。　　

サスペンションセッティング
参加料金 ￥5,000(税抜)

（（しっかり クラス ハーレークラス
ツナギクラス私服クラス

・ 走行車両での自走トランポ ・・

氏　名

電話番号

住　所

〒

緊急
連絡先

連絡先
氏名

（続柄：　　　　　）

ー

ー ー

ー ー

メール
アドレス

※参加証を郵送します。正確にご記入ください

血液型
    　　      年

　月  　　日

排気量参加車両

参加
クラス

申込書
提出方法

サーキット
走行経験

CC

来場手段

■サスペンションセッティングしっかりクラス 申込書

2018年　　　   月 　　　日

参加者署名：

参加者が満 20歳未満の場合は上記誓約者について、その親権者または保護者の署名が必要です。
※親権者または保護者の実印、印鑑証明のコピーを添付してください。

誓　約　書

2018年　　　   月 　　　日

親権者・保護者署名：

印

印

HYPERPRO MEETING 2018 
2018年 11/3(土) 那須モータースポーツランド    

参加記念Tシャツ
希望サイズ

※10/21(日)までにお申込みの
場合、サイズ指定可能。
(以降はランダム配布)

Sサイズ Mサイズ Lサイズ XLサイズ

本用紙を記入後、株式会社アクティブにFAXしてください。      ⇒  FAX   0561-72-7012

しもとり


