
“2009” IMPORT CAR MEETING 
in AUTOPOLIS 

インポートカーミーティング イン オートポリス  
２００９年５月５日 大分県 

オートポリス・レーシングコースにて開催！ 
参加締切は５月２日まで！！ 

 
 
 

注意事項！ 第２戦より変更点があります！ 
※ 走行時間がＡＭ９：００～ＰＭ１：００に変更になりました。 
※ 参加受理証は廃止となりました。 参加受理の確認は、ホームページを 

御参照下さい。 
※ 入場料は￥１，０００より、￥３００に変更となりました。 
※ パレードランはスケジュールの関係により廃止となりました。 
※ レースランは参加台数により、走行を３区分から２区分に変更する事があ 

ります。 
※ スポーツランは参加台数により、走行を２区分から１区分に変更する事が 

あります。 
 
 
 
■ 年間開催日程  ■ 
第１戦  ３月２９日 受付期間  ２月２２日 ～  ３月２２日  終了しました。 

第２戦  ５月 ５日 受付期間  ３月２９日 ～  ５月 ２日 

第３戦  ９月１３日 受付期間  ８月 ９日 ～  ９月 ６日 

第４戦 １１月１５日 受付期間 １０月１１日 ～ １１月 ８日 

 

 

■ タイムスケジュール (詳細は当日に御案内致します。） ■ 
ゲートオープン ＡＭ ６：００ ～ 

受 付 ＡＭ ７：００ ～ ＡＭ ７：１５ 

ミー ティ ング ＡＭ ７：１５ ～ ＡＭ ７：４５ 

走 行 ＡＭ ９：００ ～ ＰＭ １：００ 

閉 会 式 ＰＭ １：３０ ～ ＰＭ ２：００ 

 

 

■ 参加申込方法 ■ 
※ レースラン参加者の方は、必ず申込書に練習の有無を御記入下さい。 

※ 御入金のさいは、保険料（￥５００）を、必ず一緒に御入金下さい。 

※ ＦＡＸでの申込は、一切受付けておりません。 ご注意下さい。 

 

I. 店頭申込 

参加申込書 ・ 参加料 ・ 保険料を、エムズユーロまで御持参下さい。 

II. 現金書留 

参加申込書 ・ 参加料 ・ 保険料を、現金書留でエムズユーロまで御郵送下さい。 

III. 銀行振込 

下記振込み口座に御入金後、参加申込書をエムズユーロまで御郵送下さい。 

西日本シティ銀行 筑紫通支店 普通０４５７４３７ 口座名義 エムズイベント事務局  代表 松尾 茂善（マツオシゲヨシ） 

IV. 協力店申込 

参加申込書 ・ 参加料 ・ 保険料を、 「インポートカーミーティング協力店」 へ御持参下さい。 

 

 

■ 参加受理証 ■ 
参加受理証は第２戦より廃止となりました。 当日の入場は￥３００のみとなります。 よって参加受理の確認は、ＨＰを御覧下さい。 

 

 

■ 参加キャンセル ■ 
参加申込後のキャンセルは、如何なる場合も受付出来ません。 ただし下記事項該当者のみ、参加料の一部を返金させて頂きます。 

I. イベント開催日の２日前までの参加キャンセルのみ、手数料を差引き返金対象となります。 エムズユーロまで、お電話にて御連絡 

 下さい。 

※ 当日、現地（イベント受付会場）での参加キャンセルの申し出にも、如何なる理由であろうと受理出来ませんので御注意下さい。 

 
 
■ 開催場所 ■ 
オートポリス 大分県日田郡上津江村上野田  http://www.autopolis.jp/  TEL0973-55-1111 

 

 

■ お問合せ ・ 参加申込先 ■ 
I.    株式会社エムズ エムズユーロ 

〒816-0088 福岡市博多区板付 5-16-13  TEL：092-585-0601  FAX：092-585-0480  http://www.emzeuro.com 

 

II.    協力店各店  詳しくは別途記載を御覧下さい。 

 

 

■ イベント区分 ■ 
I. ＲＡＣＥ ＲＵＮ 
各クラス混走で練習、予選、グリットスタート形式の決勝レースを行います。 気分だけは本気の 【なんちゃってサンデーレース】 を開催致します。 

レーサー気分を満喫出来ますヨ！ 

 

○ ＲＡＣＥ ＲＵＮ 走行区分 

下記の自己申告ベストタイムを基準に、Ａ・Ｂ・Ｃの走行区分とする。 

ただし、参加台数により変動する事があります。 タイムに関しても目安であり、変動する事があります。 

※ 参加台数により走行区分は２グループになる場合がありますので御了承下さい。 

 

走行区分Ａ ＮＯＶＩＣＥ （初心者） などを対象とする 「ＥＵ－１３００Ｎ、１６００Ｎ、２０００Ｎ、３０００Ｎ、ＲＮ」 の５クラスにて混走。 

ベストタイム２分２３秒台以上の車両 

走行区分Ｂ 昨年同様の 「ＥＵ―１３００、１６００、２０００、３０００、Ｒ」 の５クラスにて混走。 

ベストタイム２分１２秒～２２秒台の車両 

走行区分Ｃ 輸入車であれば参加可能なスーパーレーシングクラス 「ＥＵ－ＳＲ」 、タイム・排気量に関係なく全てのスーパーセブンによる 

「ＥＵ－７」 の２クラスにて混走。 

ベストタイム２分１１秒台以下の車両 

 

 

○ ＲＡＣＥ ＲＵＮ 表彰区分 （過吸器換算１,４倍） 

車両排気量と自己申告ベストタイムをもとにクラス区分を決定します。 ただし各Ｎクラスへの参加は、自己申告ベストタイムをもとに主催者が決定。 

 

ＥＵ１３００Ｎクラス 総排気量１３００ｃｃ以下の車両 ベストタイム２分２３秒台以上の車両 

ＥＵ１６００Ｎクラス 総排気量１６００ｃｃ以下の車両 ベストタイム２分２３秒台以上の車両 

ＥＵ２０００Ｎクラス 総排気量２０００ｃｃ以下の車両 ベストタイム２分２３秒台以上の車両 

ＥＵ３０００Ｎクラス 総排気量３０００ｃｃ以下の車両 ベストタイム２分２３秒台以上の車両 

ＥＵ－ＲＮクラス  総排気量３００１ｃｃ以上の車両 ベストタイム２分２３秒台以上の車両 

 

ＥＵ１３００クラス  総排気量１３００ｃｃ以下の車両 ベストタイム２分１２秒～２２秒台の車両 

ＥＵ１６００クラス  総排気量１６００ｃｃ以下の車両 ベストタイム２分１２秒～２２秒台の車両 



ＥＵ２０００クラス  総排気量２０００ｃｃ以下の車両 ベストタイム２分１２秒～２２秒台の車両 

ＥＵ３０００クラス  総排気量３０００ｃｃ以下の車両 ベストタイム２分１２秒～２２秒台の車両 

ＥＵ－Ｒクラス  総排気量３００１ｃｃ以上の車両 ベストタイム２分１２秒～２２秒台の車両 

ＥＵ－７クラス  全てのスーパーセンブン。 

 

ＥＵ－ＳＲクラス  総排気量・ベストタイム無制限 ベストタイム２分１１秒台以下の車両 

スリックタイヤ装着を含め、輸入車であれば参加可能なスーパーレーシングクラス。 

 

 

○ ＲＡＣＥ ＲＵＮ 参加料 

予選 ・ 決勝のみ ￥１８，０００ 

練習走行  ￥ ５，０００  ※走行希望者のみ 

損害補償保険料 ￥   ５００ （当日１日有効） 

（入場料￥３００が当日別途必要） 

 

 

○ ＲＡＣＥ ＲＵＮ 順位 ・ 賞典 

決勝順位によって各クラス上位３名を表彰する。 

※ 予選 ・ 決勝にて、各クラスの規定タイムを上回るタイムを記録した場合は、表彰対象とはなりますが、次戦よりクラス変更になります。 

 

 

○ ＲＡＣＥ ＲＵＮ 年間表彰 

決勝順位で、各クラス１～１０位までの人を対象に、２０～１ポイントが与えられます。 ３戦での合計ポイントをもとに、各クラスの年間ランキングを決定し表

彰させて頂きます。 

 

 

○ ＲＡＣＥ ＲＵＮ イベント内容 

予選走行 ２０分間 

決勝レース ５周 ～ ７周 （グリッドスタート） 

練習走行 ２０分間 （各クラス混走）  ※走行希望者のみ 

 

 

○ ＲＡＣＥ ＲＵＮ 参加車輌規定 

A) ガラス部のテーピング（ビニールテープ）による保護。 

B) ３点式以上（純正可）のシートベルトの着用。 

C) オープンカーは４点以上のロールバーの装着、もしくは幌・ハードトップの装着。 

D) スリックタイヤの使用は禁止（ＥＵ－ＳＲのぞく）、ただしＳタイヤは使用可能です。 

E) オイル漏れ等が、絶対に無い事。 

 

 

○ ＲＡＣＥ ＲＵＮ 参加選手規定 

A) 初心者を対象とする為（ＥＵ－ＳＲを除く）、上級者の方の参加は御遠慮下さい。 

B) 上級者の方は、奮ってスーパーレーシングクラス 「ＥＵ－ＳＲ」 クラスへ御参加下さい。 

C) 速さだけを求めず、他の参加者に迷惑を掛けない方。 

D) レーシングスーツ（長袖、長ズボンでも可）、シューズ、ヘルメット、グローブの装着。 

E) 参加注意事項（ＨＰ参照）を熟読された方。 

 

 

II. ＳＰＯＲＴ ＲＵＮ 
ＲＡＣＥ ＲＵＮと違い、自分のペースで走行出来ます。 排気量別に２グループでの走行になります。 

※ 参加台数により走行区分は１グループになる場合がありますので御了承下さい。 

 

 

○ ＳＰＯＲＴ ＲＵＮ クラス区分 （過吸器換算１,４倍） 

ＳＲ―Ａクラス  排気量２０００ｃｃ以下の車両  ベストタイム２分２５秒台以下の車両 

ＳＲ－Ｂクラス  排気量２００１ｃｃ以上の車両  ベストタイム２分２０秒台以下の車両 

参加台数によりクラス区分は変動致します。 タイムに関しても目安であり、変動する事があります。 

 

 

○ ＳＰＯＲＴ ＲＵＮ イベント内容 

フリー走行 ２５分間×２回 （タイム計測付き） 

 

 

○ ＳＰＯＲＴ ＲＵＮ 参加料 

走行料  ￥１６，０００ 

損害補償保険料 ￥   ５００ （当日１日有効） 

（入場料￥３００が当日別途必要） 

 

 

○ ＳＰＯＲＴ ＲＵＮ 順位 ・ 賞典 

１本目走行終了後に、２本目の予想タイムを専用用紙に記入して提出。 予想タイムと実測タイムの差が少ない順に表彰する。 

 

○ ＳＰＯＲＴ ＲＵＮ 参加車輌規定 ・ 参加選手規定 

A) ＲＡＣＥ ＲＵＮと同様 

B) オートポリスのベストタイムが、２分２０秒、２５秒以下の車両は参加出来ませんが、主催者の判断で参加を認める事があります。 

詳しくはお問合せ下さい。 

 

 

III. ＰＡＲＡＤＥ ＲＵＮ 
パレードランはスケジュールの関係により第２戦より廃止となりました。 御了承下さい。 

 

 

■ インポートカーミーティング協力店 ■ 
イベントのお問合せ、参加申込は、下記協力店でも可能ですので お気軽にお問合せ下さい。 

 

ＲＥＣＫＬＥＳＳ  TEL 092-885-6921 ケイツーガレージ  TEL 096-357-3200 

Ｂｉｔｔｅ Ｍｏｔｏｒ Ｗｏｒｋｓ Ｗｅｓｔ TEL 092-874-7101 ＮＵＲ ＷＥＲＫＥ  TEL 092-554-8230 

ＡＰＲ ＪＡＰＡＮ  TEL 092-883-9222 ＡＲＴＥ ＲＯＳＳＯ ＴEL 097-549-5115 

ランボルギーニ福岡 TEL 092-623-0400 オートサロン・ラビット TEL 095-754-9937 

モータースポット クルーズ TEL 094-037-0020  ＡＣＴＩＶＥ  TEL 092-477-9447 

クラフトガレージナワタ TEL 094-034-6600 メカドックエボリューション TEL 098-553-0911 

ⅰ．Ｄ．Ｅ． ＡｕｔｏＳｅｒｖｉｃｅ TEL 093-481-3956 ＭＩＮＩ ＳＨＯＰ ＡＣＴ TEL 094-227-4011 

Ｇａｒａｇｅ ｍｉｎｉ ｍｉｎｉ TEL 094-239-0227 ＧＡＲＡＧＥ ＬＯＮＧＭＡＮ TEL 094-254-1531 

ＤＥＥ ＳＰＯＲＴ  TEL 096-249-2081 ガレージ上野  TEL 099-244-1020 

グランドスラム ジラフ TEL 093-922-6088 カーショップトリミ  TEL 050-353-92595 

ＫＴ ＧＡＲＡＧＥ  TEL 096-355-3242 ビーブランカーズ  TEL 097-542-4939 

９４５ガレージ  TEL 092-985-5531 ＰＥＲＦＯＲＭＡＮＣＥ＆ＤＥＳＩＧＮ TEL 092-963-0221 

 

インポートカーミーティング協力店は随時募集中です！ お気軽にエムズユーロまで、御連絡下さい。 


