
お申込書

開催日時

氏名

フリガナ

ご希望
クラス

フリー走行

サーキット
タクシー

参加車両
ブランド

同伴者①

参加車両
グレード

参加車両
年式

サーキット
走行経験

参加車両
ナンバー

参加車両
車種

生年月日 年          月          日 生まれ（　　　　　　歳 ） 職業

住所

〒 電話番号

MAIL

緊急連絡先

性別 血液型男　/　女

エキスパートクラス　/　スポーツカークラス　/　エントリークラス

フリー走行にエントリー　　   する  /  しない

サーキットタクシーに参加　　する  /  しない

ある  /  ない

各クラス20台までとなります
上限になり次第締め切らせて頂きます

申込者が多い場合は抽選となります

性別 血液型男　/　女 する　/　しない年齢 サーキット
走行

型
R H +  /  -

型

歳

年式
サーキット走行経験が サーキットコース名 ラップタイム

分 秒

サーキット
走行経験が
「ある」方

@

R H +  /  -

2021年7月25日（日）/ 正式なタイムスケジュールに関しましては、後日お伝えいたします

金額 サーキット走行： 15,000円
同伴者様 2,000円（高校生以下無料）　入場料： お1人様 1,000円 （別途 サーキットへ入場時にお支払となります）

フリガナ

同伴者② 性別 血液型男　/　女 する　/　しない年齢 サーキット
走行

型

歳 R H +  /  -

フリガナ

同伴者③ 性別 血液型男　/　女 する　/　しない年齢 サーキット
走行

型

歳 R H +  /  -

フリガナ

エントリーは輸入車に限ります

担当店舗 担当者名2021年7月15日（木）までにMailまたはFaxにてお申込みください
マルチメディア・アンド・ネットワークサービス
Mail. info@m-and-n.co.jp / Fax. 0138-55-0116

BUBU RACING DAY 参加申込書 【誓約書・承諾書】

BUBU RACING DAY 主催者 （株式会社 北海道ブブ）殿 

エキスパート・スポーツクラスは車のスピード・技術・経験等でご希望のクラスを変更させていただく場合がございます。



各クラス20台までとなります
上限になり次第締め切らせて頂きます

申込者が多い場合は抽選となります

同伴者様
お申込書

開催日時

氏名

ご希望
クラス

フリー走行

サーキット
タクシー

サーキット
走行経験

生年月日 （　　　　　　歳 ） 職業

住所

〒 電話番号

MAIL

緊急連絡先

性別 血液型男　/　女

エキスパートクラス　/　スポーツカークラス　/　エントリークラス

フリー走行にエントリー　　   する  /  しない

サーキットタクシーに参加　　する  /  しない

ある  /  ない

型

R H +  /  -

サーキット走行経験が サーキットコース名 ラップタイム

分 秒

サーキット
走行経験が
「ある」方

@

BUBU RACING DAY 参加申込書 【誓約書・承諾書】

2021年7月25日（日）/ 正式なタイムスケジュールに関しましては、後日お伝えいたします

金額 同伴者様 2,000円（高校生以下無料）　入場料： お1人様 1,000円 （別途 サーキットへ入場時にお支払となります）

BUBU RACING DAY 主催者 （株式会社 北海道ブブ）殿 

同伴者走行申込書 【誓約書・承諾書】

フリガナ

担当店舗 担当者名

年          月          日 生まれ

2021年7月15日（木）までにMailまたはFaxにてお申込みください
マルチメディア・アンド・ネットワークサービス
Mail. info@m-and-n.co.jp / Fax. 0138-55-0116

エキスパート・スポーツクラスは車のスピード・技術・経験等でご希望のクラスを変更させていただく場合がございます。



1.  私（エントリー者を含む全員）は、本大会（BUBU RACING DAY）に関して発生した衣服類の汚損、破損、事故による負傷、死亡
など、私(エントリー者を含む全員)自身が被った損害について主催者（係員、アルバイトスタッフ等含）及びサーキット所有者、
地権者、または他の走行者に対する非難、責任の追及、損害賠償請求などの権利を破棄し、これらを行使致しません。

2.  私（エントリー者を含む全員）が、本大会（BUBU RACING DAY）で事故を起こした場合は、その理由を問わず、事故によって発
生した全ての損害を賠償します。他の走行者との接触などに起因する事故の場合も同様に賠償致します。

3． 私（エントリー者を含む全員）はサーキット場内でのカートへの乗車が衝突や転倒など危険を伴うものであることを理解して
参加します。また、サーキット場での走行に際して、安全確保のためのコース状況、他の車両の状態など、周囲の状況に十分注意
し、自己の技量・能力にあった運転をし、自己およびその他の者の安全に十分配慮致します。（本大会において、危険、迷惑行為
が見受けられた場合、降車していただきます。）

4． 私（エントリー者を含む全員）は、本大会（BUBU RACING DAY）の参加者としての秩序と株式会社 北海道ブブの安全諸規則を
守り、他の走行車に危害を与えることのないよう注意し、サーキット場内を走行することを誓約致します。

5． 私（エントリー者を含む全員）は、本大会（BUBU RACING DAY）において、十勝スピードウェイ（サーキット場）内で撮影され
たもの、およびそれを利用したものについて、株式会社 北海道ブブが保有し、それらに含まれる私（エントリー者を含む全員）
の氏名または肖像について、有償無償にかかわらず、株式会社 北海道ブブが、放送、放映、出版、および公衆送信等により公表ま
たは公開することを承認致します。

6． 私（エントリー者を含む全員）の身体は、サーキット場内をスポーツ走行する激しい運動に耐えられる健康状態です。
7.  走行時の服装はヘルメット、グローブ、長袖、長ズボン、運動靴の着用の義務付けを守ります。
8.  参加費について

9.  次の場合は、株式会社 北海道ブブは競技者に対して、この誓約を一方的に撤回することができる。事後の誓約が有る場合、株式
会社 北海道ブブの判断でこれらを撤回でき、その時、株式会社 北海道ブブに発生した損害は、競技者の負担するものとする。

　　① エントリーフィーを支払期日までに入金の無い場合。
　　② 競技者が株式会社 北海道ブブの業務に対して損害を与えるような行動、言動を行った場合。

上記全て承諾している証として本書類を私（エントリー者を含む全員）が自ら作成、記入し、下記に署名いたします。

○参加費は、2021年 7月 15日（木）までに株式会社 マルチメディア・アンド・ネットワークサービスに支払う事。
　参加費は サーキット走行 15,000 円 / 同伴者様は別途 2,000 円  ※高校生以下無料 / 入場料別途 お一人様 1,000 円
○誓約の取り消しは、次の通りのキャンセル料を支払うこと。 
　開催日の エントリー受付から競技開催日の 5日前までは…・誓約金の０％（振込手数料を除く金額を返金）
　開催日 4日前から当日は…・誓約金の全額（100％）
○天災などの不可抗力によって施設が使用できない場合は、双方ともこれに関連する全ての賠償の責を免れる。またその場合、
株式会社 北海道ブブは受領済の
　参加費を参加者に全額（振込手数料を除く金額）返還する。

BUBU RACING DAY 参加申込書 【誓約書・承諾書】

BUBU RACING DAY 主催者 （株式会社 北海道ブブ）殿 

申込日：2021年　　　　   月　　　　   日 申込者（自署）上記内容を確認し申込ます。




