
●参加資格　　　︓運転免許をお持ちの⽅、⾛⾏会のマナーを守れる⽅
※初⼼者⼤歓迎です、お気軽に参加してください

●準備物　 　　　︓ヘルメット・グローブ・⻑袖・⻑ズボン・⼯具・ガムテープなど
●参加⾞両　　　︓ ⾞検・ナンバープレート付き⾞両のみ・仮ナンバー不可・スリックタイヤ禁⽌︕

前後に牽引フック装着の事、オープンカーはﾛｰﾙバー装着とします。
主催者側でレギュレーション違反⾞・危険⾞両と判断した場合は⾛⾏を不可とします。
サーキット⾛⾏においても触媒の装着を強く推奨します。

※ 参加料⾦の当⽇⽀払いは\1,000－UP

（継続事項）※ 予選・決勝レースで各クラスの基準タイムをオーバーした場合は失格となります。（クラス変更不可）
（継続事項）※ クラス変更を⾏う場合は、必ず予選前までに申告をお願い致します。
（継続事項）※ 予選⾛⾏後で失格となった場合、3本⽬はチャレンジクラスでの⾛⾏となります。

※ ウェットの場合は安全を考慮しレースは⾏なわない可能性があります。
　     :  レースクラスの各クラス分け基準タイム条件

 □　ハイパー　R1 1'43.000  〜  1'44.999
 □　ハイパー　R2 1'45.000  〜  1'47.999
 □　ハイパー　R3 1'48.000  〜  1'51.999
 □　ハイパー　R4 1'52.000  〜  1'58.999
 □　ハイパー　R5 1'59.000　〜

※1'42.999以内で⾛⾏される⽅はチャレンジのみ
●表彰について
　　　　　　　　　　︓　レースクラスは各クラス上位３位までトロフィー・盾を授与

　　　☆表彰式の最後に参加者・⾒学者全員参加の豪華商品争奪じゃんけん⼤会があります︕
●募集台数　　　︓先着順約35台〜40台程度　（レースクラス35台程度で終了）申し込み締め切り　︓ 11⽉ 25⽇（⽔）
●申込⽅法　　　︓詳しくは別紙【申し込み⽅法について】を参照してください。

＊（重要事項）必ず別紙コロナウィルス感染防⽌申告書を御記⼊の上『⼊場ゲート』にてご提出ください。
※原則的に申し込み後のキャンセルに対して返⾦は出来ませんのでご注意ください。

●暫定タイムスケジュール（変更される可能性があります）
受　　付 9:00 〜 9:40
ドライバーズミーティング 10:30 〜 11:10
慣熟＆⾛⾏１本⽬ 11:40 〜 12:10
⾛⾏２本⽬（レースクラス予選） 13:40 〜 14:10
⾛⾏２本⽬（チャレンジ） 13:50 〜 14:10
レースクラス整列(パドック内) 14:30 〜 14:50 ※⾞輛の傍で待機お願いします。
レース 15:00 〜 15:15
チャレンジクラス⾛⾏ 15:15 〜 15:30
表彰式・じゃんけん⼤会 16:00 〜

☆2020年度　関⻄地区ハイパーチャレンジ　年間スケジュール☆
Rd.1 　 3/25(⽔） 岡⼭国際サーキット （終了） Rd.1   6/27(⼟）  セントラルサーキット　　　　（中⽌）
Rd.2 10/14（⽔） 岡⼭国際サーキット (終了) Rd.3 12/  2(⽔）  岡⼭国際サーキット

☆主催・受付・質問等お問い合わせ先☆
（株）ＨＫＳ⼤阪営業所　　ハイパーチャレンジ事務局　　
　〒562-0024⼤阪府箕⾯市粟⽣新家2-1-9

担当︓向内

※前半10分はレースクラスのみの⾛⾏です

※ ２本⽬は最初の１０分間はレースクラスのみの予選⾛⾏となります

●参加料⾦　　　︓チャレンジ￥19,000-　 レース　￥23,000-

3点式シートベルト装着⾞（４点式以上シートベルトの装着を推奨）

●⾛⾏内容　 　 ︓ チャレンジクラス　１本⽬３０分、２本⽬２０分、３本⽬レース終了後の約１５分
               　　  ︓ レースクラス　     １本⽬３０分、２本⽬３０分、３本⽬は５周の模擬レース

※ １本⽬は完熟⾛⾏があります、完熟⾛⾏中のみ同乗⾛⾏可能です
※ １本⽬は全クラスの混⾛となります

※ ２本⽬がレースクラスのグリッドを決める予選となります。
※ チャレンジクラスの３本⽬は５周の模擬レース終了後にコースイン

e-mail　osaka@hks-power.co.jp
ＨＰ︓http://www.hks-power.co.jp/

FAX 072-728-8574

※全クラス混⾛



　エントリークラス   ※下記のクラスより選択ください（✔を⼊れてください）

 □　ハイパー　R1（レース有り） 1'43.000  〜  1'44.999
 □　ハイパー　R2（レース有り） 1'45.000  〜  1'47.999
 □　ハイパー　R3（レース有り） 1'48.000  〜  1'51.999
 □　ハイパー　R4（レース有り） 1'52.000  〜  1'58.999
 □　ハイパー　R5（レース有り） 1'59.000　〜
　　　　※1'42.999以内で⾛⾏される⽅はチャレンジのみ

フリガナ 性　別 ⾎液型
Rh  +・-

型 歳

緊急連絡先 ⽒名 続柄（　　） ＴＥＬ︓
※エントリー⾞名
（15⽂字以内）

⾞両仕様書※できるだけ記⼊、及び○をお願いします
⾞　種 型式 ｴﾝｼﾞﾝ
排気量 cc 駆動⽅式 年　式 年式

      　　　年　　　⽉　　　⽇
※参加者が未成年の場合

（株）ＨＫＳ⼤阪営業所　　ハイパーチャレンジ事務局　　 FAX 072-728-8574
　〒562-0024⼤阪府箕⾯市粟⽣新家2-1-9 e-mail　osaka@hks-power.co.jp

担当 ︓向内 ＨＰ︓http://www.hks-power.co.jp/

HKS　　　　　　　　純正　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
HKS　　　　　　　　純正　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
HKS　　　　　　　　純正　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

□□□□□□□□□□□□□□□

HKS　　　　　　　　純正　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
HKS　　　　　　　　純正　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

ラジアルタイヤ（　　　　　　　　　　） or  　Sタイヤ（　　　　　　　　　　　　　　）

☆主催・受付・お問い合わせ先☆
親権者署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

誓約書※必ず署名・捺印及びサインをお願いします、抜けていますと正式に受付となりません。
私は、本⾛⾏会参加に当たり関連して起こった死亡・負傷・物損、その他の事故で、私⾃⾝の被った被害について、主催者及び運
営関係役員、係員、雇⽤者等に対して⾮難し⼜責任を追及したり、損害賠償等を請求したりしないことを誓約いたします。尚、この
ことは事故が主催者及び運営関係役員、係員、雇⽤者等の⼿違いなどに起因した場合であっても変わりありません。⼜、私は、本⾛
⾏会について標準能⼒を持っていること、並びに参加⾞輌についてもコース、及びスピードに対しても適格であり、且つ⾛⾏が可能であ
る事も誓約いたします。また、コース及び施設に損害を与えてしまった場合にはその復旧に要した費⽤を⽀払うことを誓約いたします。
また、本イベントを対価を得て公開する事、イベントへの参加者・参加⾞両の肖像権、⾳声、写真映像肖像権などの報道、放送、放
映、記載、出版、電⼦メディア等に関する権限を主催者が持つことを承諾します。

参加者署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

装着タイヤ　(銘柄）
オイルクーラー

⾞ 両 FF ・ FR ・ 4WD ・ MR

スペック

　〒　　　　　－
-         -

インタークーラー

 □　チャレンジ　（レース無し・タイム計測のみ）

電話番号

エンジンパーツ
タービン

住　所

　ʼ　　　.

サスペンション

参加申込書

⽣年⽉⽇　※必要
⽒　名 男・⼥ 　　　　年　　⽉　　⽇

    開催⽇時︓ 2020 年　12⽉ 2 ⽇ （⽔）  岡⼭国際サーキット

⾃⼰申告ベストラップ

お申し込みショップ（店名・住所・ＴＥＬ・ＦＡＸ）

受付完了送付先メールアドレス or FAX
（ @ FAX  :               - - )



ＨＫＳハイパーチャレンジ事務局へ直接のお申し込みの場合（個⼈での参加）

　※書留で送付いただく際は事前にエントリー状況をお問い合わせの上送付ください（受付終了している場合がございます）

　※現⾦書留にて申込書とエントリーフィーが届いた時点で受付完了となります。
　　　※どうしても事前に参加料を送付いただけない場合は当⽇サーキットでの⽀払いも可能ですが　『\1,000-』追加　となります。

HKSプロショップ並びに全国カー⽤品店で申し込みをする場合
②申込書をご記⼊していただき、エントリーＳＨＯＰ様にご⼊⾦して申し込むことができます。

・参加申込書に必要事項を記⼊・捺印の上、参加クラスのエントリーフィーとあわせて
　エントリーＳＨＯＰ様にご⼊⾦してエントリーしてください。
　なお、こちらのエントリー⽅法の場合はＳＨＯＰ様からのご⼊⾦もしくは伝票発⾏を⾏った時点で
　エントリーの受付完了となります。

※エントリーショップ様へ
まずは、Ｆａｘにてエントリー⽤紙をＨＫＳ⼤阪営業所へお送りください。仮受付させていただきます。
・ＨＫＳＰＲＯショップ（ＨＫＳ直接取引店舗様）は、伝票発⾏にてエントリーフィーを回収する事が可能です。
　お客様からのエントリーがありましたら、申込書をＨＫＳ⼤阪へＦａｘし、とりまとめをお願い致します。
　申込書のＦａｘが届いており、伝票発⾏を⾏った時点で受付完了となります。
・全国カー⽤品店並びに、ＨＫＳと直接取引の無いＳＨＯＰ様は、申込書とエントリーフィーを取りまとめ
　ていただき、現⾦書留にて申込⽤紙とエントリーフィーをＨＫＳ⼤阪営業所に郵送してください。
　申込⽤紙とエントリーフィーが届いた時点で受付完了となります。
※⾛⾏会当⽇のサーキットでのお⽀払いは可能ですが1台\1,000-の追加となりますのでご注意下さい。

◆◆注意事項◆◆
　　エントリーは先着順で受付となります。募集台数を超えましたら、キャンセル待ちとなりますのでご注意下さい。
　　いずれのエントリー⽅法でも、申込書とエントリーフィーがエッチ・ケー・エスに届いた時点で正式に受付完了となります。
　　締切⽇の時点で両⽅が揃わない場合は、受付となりませんのでご注意下さい。
　　お早⽬の申し込み並びに⼊⾦をお勧めいたします。
■■重要事項■■
　　必ず岡⼭国際サーキット宛ての別紙コロナウィルス感染防⽌申告書を御記⼊の上『⼊場ゲート』にてご提出ください。

申告にご協⼒いただけない場合、ご⼊場をお断り致しますのでご了承ください。
　キャンセルについて
　原則的に申し込み後のキャンセル・返⾦は出来ませんのであらかじめご了承下さい。
　（⾞輌の変更などは考慮いたしますので、ご不明な点は担当営業マンまで問い合わせ下さい。）

　株式会社エッチ･ケー･エスは、お客様からご提供いただいた個⼈情報（住所･⽒名・電話番号等、お客様個⼈を識別することができる情報をいいます。）を
　取り扱います。

① お客様からご提供いただいた個⼈情報を、次の⽬的のためにのみ利⽤します。
・お客様が⼤会へ参加するために必要な情報のため。 ・申し込み内容に関して確認、連絡が必要な場合の問い合わせのため。
･レース参加者へエントラントリストを配布するため。 ･当社ホームページ等へ記事を掲載するため。
・その他別途お客様に同意していただいた⽬的に利⽤するため。

② お客様からご提供いただいた個⼈情報は、次の場合を除き、第3者に提供いたしません。
･主催者及びレース開催に必要な情報を提供するため。 ・お客様の同意を得た場合。
･法令により提供を求められた場合。

③ お客様の個⼈情報の照会･訂正･削除等に関するご連絡は、下記宛にお願い致します。
株式会社エッチ・ケー・エス　本社総務課　０５４４－２９－１１１１ 　祝祭⽇を除く　⽉〜⾦曜⽇　　8:30 〜 12:00,13:00 〜 17:30

☆主催・受付・お問い合わせ先☆
（株）ＨＫＳ⼤阪営業所　　ハイパーチャレンジ事務局　　 FAX 072-728-8574
　〒562-0024⼤阪府箕⾯市粟⽣新家2-1-9 e-mail　osaka@hks-power.co.jp
担当 ︓向内 ＨＰ︓http://www.hks-power.co.jp/

【重要】ＨＫＳハイパーチャレンジ2020　申し込み⽅法について

【重要】お客様の個⼈情報の取り扱いについて

ＨＫＳハイパーチャレンジの申し込みは下記のいずれかの⽅法にて申し込むことができます。

①申込書をご記⼊していただき、現⾦書留にて参加申込書とエントリーフィーをエッチ・ケー・エス⼤阪営業所
　 ハイパーチャレンジ事務局に郵送してください。
・参加申込書に必要事項を記⼊・捺印の上、参加クラスのエントリーフィーとあわせて
　エッチ・ケー・エス⼤阪営業所ハイパーチャレンジ事務局に郵送してください。


