7. 保険・事故・事件
7-1 保険
（MX408 走行メンバーズのスポーツ安全保険）
当施設でのフリー走行（練習走行）には、MX408 のスポーツ安全保険へ
のご加入が必須となります。
お申込みから登録までに数日かかります。走行日当日の申込・即加入は
できません。必ず事前に加入手続きをお済ませ下さい。
スポーツ安全保険の詳しい内容・申込方法については、別紙の案内を
ご覧ください。
※コース利用規約を守らずに起きたケガに関しては、スポーツ安全保険
の申請を認めません。
※他団体や別施設によるスポーツ安全保険は適用外となります。
7-2 事故・事件
当施設内でおきた事故・盗難・傷害事件について一切の責任を利用者が
負うものとなっております。
当施設および、㈱ WEST WOOD MX では、一切の責任を負うことは
できませんのでご了承下さい。
暴力行為を他の利用者、または施設側に行った場合、退場いただき、
以後当施設への来場は一切お断りいたします。
※他人に対する、暴言も暴力行為とみなします。
※退場を宣告された場合の走行料金は返金いたしません。

8-8 入れ墨、タトゥーを入れてらっしゃる方は、施設では裸体にならず、必ず着
衣を身に着けて下さい。
8-9 火気類の使用は専用の器具をお使いになり、十分にご注意下さい。
焚き火等は危険ですので、絶対にお止め下さい。
安全を配慮して使用可能時間を設けてあります。必ず遵守して下さい。
■練習走行日やレ一ス・イベント当日は AM8：00〜PM3：00 まで
■レ一ス前日に宿泊される方は AM8：00〜PM7：30 まで
※万が一利用者の不備によっておきた火気類使用による事故の責任はすべ
て利用者が負うものとします。
また、ガソリン及びオイルを保管する容器とその取り扱いは、消防法に適合
していること。消火器を準備しておくことことが望ましい。

9. 施設の設備
駐

車

洗 車 設 備：洗車機／ 2 台
（有料）
＜他 持ち込み用洗車スペース有り＞
水

8. その他、施設内
（周辺）での重要な規則

場：第 1駐車場／ 150 台収容＜全面砕石＞
第 2 駐車場／ 30 台収容＜全面砕石＞
第 3 駐車場／ 70 台収容＜全面砕石＞
※第 1はコース隣接、第 2 第 3 はバイク・人用の連絡路を利用

ト

道：常設／地下水
イ

自動販売機：1台

レ：仮設トイレ 5 台／男性用 3 台、女性用 2 台

8-1 洗車は指定された場所以外では行わないで下さい。
8-2 パドック
（駐車場）利用時は他人を敬い、必要以上のスペースを確保せず、
決められらたスペースに駐車してください。
8-3 施設外周辺の競技車両での走行、また施設内での装具類未装着・2 人
乗りでの走行、時間外のコース走行は絶対にお止め下さい。
※パドック内での走行は時速10km 以内となっております。
8-4 コース外
（駐車場・パドック等）でも安全に十分ご配慮下さい。
走行時間中はコースの横断、進入は出来ません。
（怪我人の救護を除く）
見学者（メカニック、同行者）はコースから最低 5m 以上離れて下さい。
2 重テープ区画は立入禁止です。
※安全確保を常に心掛けてください。危険な見学者がいた場合は、退場
していただく場合がございます。
8-5 ゴミ、使用済タイヤ、場所取りに使用したテープ、その他の廃棄物等は、
必ずご利用者の責任でお持ち帰りください。
施設内・施設周辺に放置するのは違法です。絶対にお止め下さい。
※放置した利用者が特定できた場合は、撤去にかかる全ての費用を後日
請求させていただきます。
8-6 施設入口までの道幅は狭く、両脇は近隣住民の方の畑となっておりま
す。土埃が立たないよう、徐行・注意して往来の上、畑には入らないよう
お願いいたしします。
8-7 施設内での飲酒は禁止です。走行される方はもちろん、保護者、同行者
の方も禁止といたします。
※アルコールの持ち込みも禁止となっております。

その他設備：スターティングマシン＜30 台グリッド＞
散水車、放送設備、掲示板、表彰台、更衣室

10. 走行料金
週末フリー走行1日料金
レース・イベントの無い、土・日・祝日はフリー走行で営業しております。クラス
分け設定がありますので、
「3.フリー走行のクラス分け」をご参照下さい。
走行料金（1日）

¥5,500

ウエストウッド会員

¥4,000

※ご注意
WESTWOOD MX 会員証の期限切れ、お忘れの方と、未会員の方は、
走行料金 5,500 円となります。但し、うち1,500 円は預り金となります。

コ ース 利 用 規 約 書
2021年 1月 改訂
本 書は当施 設にご来場頂いたお 客 様 全 員が 安 全 に

1：会員証期限切れ、未会員の方は、当日中に、WESTWOOD MX 直営店で、
商品・金額に関わらずお買い物いただければ、1,500 円を返金いたします。

ご 利用いただく為の 規 約 書です 。

2：会員証をお忘れの方は、1 ヶ月以内に預り証と会員証を、WESTWOOD MX
直営店までご持参いただければ、1,500 円を返金いたします。

施 設をご 利用下さいますようお願いいたします 。

以上、全ての規則を守れない入場者（ライダー、同行者、見学者）には
施設の利用をお断りする場合もございます。
必ず当施設管理者・スタッフの指示に従ってください。

必 ず 熟 読して いた だ き、全 ての 案 件 を 遵 守 の上、

MX408：茨城県稲敷市沼田 2276-2
Phone.090-3593-4809
施設管理者：株式会社 WESTWOOD MX
直営店：茨城県龍ケ崎市砂町 2738-1
営業部：茨城県龍ケ崎市砂町 5146

Tel.0297-62-7141
Tel.0297-64-8198

1. 営業日・走行時間

3. フリー走行のクラス分け

5. 走行する際の装備について

1-1 営業日／土曜日、日曜日、及び祝日。
※レース・イベント等がある日は、フリー走行はお休みとなります。
また、年末年始、農繁期（GW）、お盆等の期間中も休業となります。
詳しくは、コースWEB サイトの月間・年間カレンダーをご参照ください。

3-1 走行受付台数が 20 台を超える場合、下記Ａ
（ミニ）とＢ・Ｃ（フルサイズ）の
2クラスに分けさせていただきます。

5-1 ヘルメットは、MFJ 公認マーク、または SG/PSC マークが貼付されてい
る物を使用してください。
※転倒等で一度でも強い衝撃を受けたものは使用しないで下さい。
また、使用期間が 3 年以上過ぎたものも、衝撃吸収力が低下している場
合がありますので、新品への交換をお勧めします。

1-2 ■コース開場時間／ AM 7：30 〜 PM 5：00
■コース走行時間／ AM 9：00 〜 PM 3：30
■お 昼 休 み／ PM 12：00 〜 PM 1：00
※エンジンの始動は、AM8:30 以降にして下さい。
パドック内は暖気運転のみ可能。
レーシング（空ぶかし）
する場合はスタートエリアに移動してください。
※20 分間の走行時間ごとに、10 分間のインターバルが入ります。
1-3 当施設は、PM5：00（フリー走行日）で閉場いたします。走行後の洗車・片
付け等は閉場時間に間に合うようにお願いいたします。
※レース開催日は PM5：30 閉場、レース前日は閉場いたしません。
※レース前夜は PM9：00 消灯です。他の参加者、近隣住民方々への迷惑
となりますので必ず時間を遵守してください。
重要 上記の時間は全て、近隣住民方々との約束の上、設定されております。
規定時間外の走行やエンジン始動は近隣住民の方の迷惑になるばかりでは
なく、コース運営にも支障をきたします。必ず守っていただきますようお願
いいたします。

3-2 50cc クラスは、各クラスのインターバル10 分間が走行時間となります。
3-3 レース前日、前週等は開催レースに従ったクラス分けでのフリー走行となり
ます。

5-2 服装は、長袖・長ズボン
（MXウエア）、ブーツを着用して下さい。
クラス（受付時にご自分のクラスを申告下さい）

50cc

2st、4st

すべての 50cc モトクロッサー

A

2st：65/85cc 4st：150cc
すべてのクラスの 2st：65/85ccまたは 4st：150cc のライダー

B

フルサイズ
［サンデー］
初心者＆サンデーライダー、MFJ
（NB）、MCFAJ（ノービス）

C

フルサイズ
［NA 以上］
MFJ
（NA 以上）
、MCFAJ（ジュニア以上）

※1. 1クラスの受付台数が 20 台を超えた場合は、追加でクラス分けをさせて
いただきます。
※2. 走行クラスとのレベルが大きく異なると判断されたライダーは、スタッフの
指示に従い、クラスを変更してください。

2. 受付
2-1 入場は、施設入口の受付にて必ず入場者全員（ライダー、同行者、見学者）
がコース利用規約書に署名の上、入場してください。
2-2 当施設での練習走行受付時にご提示いただくもの
・MX408 走行メンバーカード（スポーツ安全保険加入証明カード）
※WESTWOOD MX 会員に加入されている方は、走行料金が割引となり
ますので、受付時にご提示ください。
2-3 受付時間は AM7：30より。
120 台を上限とし、その時点で当日の受付は終了となります。
※以下の場合、台数制限はいたしません。
イベント（MFJ 公認レース、MCFAJ クラブマンモトクロス、WESTWOOD
MX 主催イベント、他社主催イベント等）が開催される1週間前の土曜日、
日曜日および開催週の祝日と前日の土曜日は、クラス別の走行となります。
（クラス分けは各々のレース規約書をご参照下さい。）
2-4 普段のフリー走行時でも走行台数により、クラス分けが発生する場合がご
ざいます。受付時にライダーのレベルに適合するクラス区分に必ず記入をお
願いいたします。

※3. ご自分の走行クラスに、明らかに危険と感じる他のライダーがいた場合は、
受付、または近くのスタッフまでご連絡下さい。
※4. Cクラス走行の方は、白ゼッケンのままですと混乱が生じるので、ゼッケン
ベースだけでもレース協会規定カラーを貼っていただきますようお願いいた
します。

4. 走行の中断・コース整備中について
4-1 怪我人が出た場合、救護班のスタッフがコースに入ります。
救護班が出たり、レッドフラッグが降られた時は必ず走行を中止し、速やか
にパドックへお戻り下さい。
当施設内で怪我人を発見した場合は、
（コース内でもパドックでも）直ちに
スタッフまでご報告下さい。コース内に立入ると非常に危険です。
4-2 ホコリ対策の為に散水車が入ることがあります。
フリー走行時間中の散水作業は走行一時中断となります。速やかに走行を
中止して下さい。
危険ですので作業中の散水車には近付かないようにして下さい。
また、散水直後はコースが滑りやすくなっています。走行には十分気を付け
て下さい。
4-3 朝や走行終了後にはコース整備の為、ブルドーザーがコースへ入ります。
ブルドーザーは視界が狭く、コースを歩いている方や自転車で走っている方
がまったく視界に入らない場合があります。大変危険ですので、コース整備
中は絶対にコースには入らないで下さい。
※特にお子様には、保護者の方からの指導の徹底をお願いいたします。

5-3 プロテクター装着のお願い。
ニーガード、エルボーガードの装着はもちろん、胸部、背部を保護する
チェストプロテクター、頸椎の保護をするネックブレース等の装着も強く
推奨します。

6. 車両の点検・音量規制
6-1 車両点検
必ず走行前に、車両の点検・整備を行ってください。
走行中にマシントラブル等が発生しますと、ご自身や、他の走行車も巻き
込む重大な事故につながる危険性があります。
また、走行中に異変を感じた場合は、速やかにパドックへ戻り、点検を
行ってください。
6-2 音量規制
当施設を走行する車両の音量規制は、MFJ 国内競技 規則モトクロス
基本仕様 5 項に定められた 2ｍMAX 方式で測定を行います。
最大で114db 以下とし、これをクリアできないマシンはいかなる理由が
あろうと走行を禁止します。
※1. 音量に不安のある方は、走行前にスタッフに申し出て音量測定を行って
ください。
規定値を超えていた場合は、走行できません。走行料はお返し致します。
※2. グラスウール不良による消音が機能していない場合は、上記音量以内で
あっても交換をお願いしております。
グラスウールは、WESTWOOD MX 直営店にて販売しております。
※3. 年式の都合上、純正マフラー装着でも規定値を超えてしまう場合、消音
エンドキャップ装着等の対策をしてください。

