2022 年 1 月 31 日

お客様各位

２０２２＠GoodOldays 動態確認走行会 開催のごあんない

拝啓
時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素より弊社事業へのご理解とご協⼒を賜り誠にありがとうございます。さて、新型コロナウィルス感染症
の影響により、２０２0 年よりイベントとしての開催は中止とし、2021 年より貴重な⾞両のコンディション確
認の場として、「Good Oldays 動態確認走行会」と形態を変開催して参りました。
2022 年におきましても、動態確認走行会として、4 月 30 日 土曜日に開催となります。

2022 年は、昨年の変化点として走行会の他に、下記についても参加をお待ちしております。
「ホンダ CR110、CR93、CR７２の生誕 60 周年記念として、ピットガレージ展示スペース」を、ご用意しま
す。車両展示の参加も募集いたします。
「走行 D グループ： ホンダ CR クラス」を追加します。CR71 も振るって参加をお願いいたします。
「CBX1000、CB1100R、カブパレード等のクラブミーティング」もパドックピットをご提供し同時開催いた
します。
クラブミーティング（体験走行付き）ご希望のクラブ等ございましたら事務局までご連絡下さい。
オーナーの皆様におかれましては、ぜひご来場いただきますようよろしくお願いいたします。

敬具

■動態確認⾛⾏会 実施概要
※別紙をご参照ください。

問い合わせ先：ホンダモビリティランド株式会社
モビリティリゾートもてぎ
Good Oldays 走行会 事務局
TEL: 0285・64・0200／FAX: 0285･64･0209

発行：2022 年１月 31 日
4 月 17 日更新

【２０２２＠GoodOldays 動態確認走行会 参加のごあんない】
■開催日 2022 年 4 月 30 日（土）
■お申込み予約 募集期間 2 月 28 日（月） ～ 4 月２３日（金） まで
■お申込み方法
①ホームページ内 「Good Oldays 動態確認走行会」ページよりお申し込みください。
https://www.twinring.jp/goodoldays_m/
②FAX 「申し込み用紙」を、事務局まで送付ください。
※当日参加も可能です。当日ご来場のお客様は、ツインリンクもてぎ入場駐車料金が別途掛かります。
※（4 月 17 日更新）：新型コロナウイルス感染拡大防止の為、GW 期間は入場者数を大幅に制限しま
す。前売り入場券が必要となります。

■お申し込みのキャンセルについて
キャンセル料が発生する期間がございますので、ご確認ください。
キャンセルの申込は、HP の「MOBILITY STATION」お問い合わせフォームにて承ります。
https://www.mobilityland.co.jp/contact/mls_form/
キャンセル料：締切後から当日（参加料金 100%）
4 月 2３日（金） ～ 当日まで
例：走行会/14,000 円

■受付・会計
・パドック内 コントロールタワーにて、参加受付と走行券を購入してください。
・AM 8:30～ 販売開始（予定）
※詳細は、タイムテーブルをご確認ください。
【参加者情報ページ】に掲載します。

https://apps.mobilityland.co.jp/info/download/pk7_nC

■開催内容
・ヒストリックバイクの走行会 / 午前：西コース、午後：フルコース
・サーキット・クルーズ / （マーシャルカー先導による体験走行。フルコース 2 周）
※過去イベントで「パレードもしくは、カブパレード、クラブミーティング」に参加されたお客様は、サー
キット・クルーズにお申込みください。
・クラブミーティング（サーキット・クルーズ付）/パドック内スペース
・ホンダ CR シリーズ展示 / （CR110、CR93、CR７２の生誕 60 周年記念）

■走行時間・スケジュール
・午前/ フリー走行： ロードコース西コース（全長：約 1.5km） 15 分
・正午ごろ/サーキット・クルーズ：ロードコースフルコース(約 4.8ｋｍ)×2 周、
スタート前にグリッドで 7 分間の写真撮影時間あり
・午後/ フリー走行： ロードコース フルコース（約 4.8ｋｍ） 20 分
■料金：走行料金
走行料

14,000 円

走行料 2 台目から割引

7,000 円/台

サーキット・クルーズ（体験走行）

3,000 円/台（乗車定員まで）

クラブミーティング(サーキット・クルーズ付)

3,000 円/台（乗車定員まで）

CR 展示のみ

3,000 円/台（乗車定員まで）

■保険料 （走行会参加者対象）
・もてぎ走行会員：TRMC-S もしくは、鈴鹿サーキット走行会員：SMSC 以外のお客様は
「暫定共済会」への加入が義務付けとなります。
・MS 暫定共済会費

7,000 円/名

■搬入・ピットの使用
・事前予約されたお客様は、4 月３０日（土） AM 5 時より搬入可です。ピット割は、当日の朝 1 番ピッ
ト付近に掲示いたします。

■モビリティリゾートもてぎへの入場
・ホームページの「予約フォーム」にご入力・登録いただいた方は、ゲート通行時に係員にお名前をお申
し出ください。 そのまま入場できます。北ゲートからの入場をお勧めいたします。

・当日参加のお客様は、ツインリンクもてぎ入場・駐車料金をゲートにて頂戴いたします。
※（4 月 17 日更新）：新型コロナウイルス感染拡大防止の為、GW 期間は入場者数を大幅に制限しま
す。前売り入場券が必要となります。
GW 期間中のご案内 https://www.mr-motegi.jp/fee_m/gw/

・入場料 （2022 年 1 月末時点の料金です）
大人

子ども

幼児

（中学生以上）

（小学生）

（3 歳~未就学児）

1,200 円

600 円

300 円

車

バイク

バス

・駐車料

（大型 ⋅ 中型 ⋅ マイクロ）
1,000 円

500 円

1,500 円

■走行前ブリーフィング
・走行時の注意点などを、ブリーフィングにて説明します。

■走行グループ
国産１９７２年までの１２５ｃｃまで、

Ａグループ

ドリーム５０，レトロ５０、ボトムリンク、外国車の１７５ｃｃまで

Ｂグループ

国産１９７２年までの１２６ｃｃ～３５０ｃｃまで

Ｃグループ

外国車の 176ｃｃ以上

Ｄグループ

ホンダ CR クラス

Ｅグループ

ワークスマシン

Ｆグループ

国産１９７３年以降の１２５ｃｃまで

G グループ

国産１９７２年までの３５１ｃｃ以上、１９７３年から１２６ｃｃ以上

・ホームページ内のお申込みフォームに希望するクラスを入力ください。上記クラス分けは概要で事務
局にて車両を精査して当日お知らせする場合がございます。該当する走行クラスの走行券をお求めく
ださい。
・エンジンのボアアップにてエンジン形式より排気量を１０％程度超えた場合の車両は、各クラス速度
差均一のため自己申告にて上のクラスに移行してください。

■ツインリンクもてぎ装備規定
安全に走行いただくために、装備規定で定められた装備をご使用ください。
ヘルメット

フルフェイス
（JIS 2 種・SNELL 規格適合品・MFJ 公認モデル）

スーツ

レーシングスーツ
MFJ 公認モデルで革製もしくはそれと同等の強度を有する素材のもの。

グローブ

革製もしくは、同等の強度を有するグローブ。
着用時に肌が露出しないもの。

シューズ

革製もしくは、同等の強度を有するもので、編み上げ用金具製留め具の無
いフィットするもの

■車両規定
Good Oldays の詳しい車両規定については、別紙の手引きを確認ください。
※情報ダウンロードページに掲載します。
■その他 留意事項
・グッドオールデイズに以前参加なされた方は、ご自分のマイゼッケン番号をご使用ください。新規ご
参加の方は事務局よりゼッケン番号の指定を行いますので指定されたゼッケンをお付けください。
・エンジンのボアアップにてエンジン形式より排気量を１０％程度超えた場合の車両は、各クラス速度
差均一のため自己申告にて上のクラスに移行してください。
・安全の為、灯火類、センタースタンド、サイドスタンド付き車両は走行できません。
・当日車検は行いません。他の走行車両のことを考えドレーンボルト、オイルフィルター、オイルフィラ
ーキャップのワイヤリングは義務です。
・購入された走行券は、車両のタンク右側に張り付けてコースインしてください。違う車両で走行なさ
る方は２台目走行券を購入してください。
・ピットの指定は当日指定ピットをゼッケン番号にて掲示しますので確認後指定ピットをご利用くださ
い。
・過去イベントにて、Honda カブパレード等の「パレードイベント」に参加された皆様向けに
「サーキット・クルーズ」をご用意しております。
スーパーカブ、スポーツカブ、クロスカブ、ハンターカブ、カブレーシング他、その他 2 輪車向けのクル
ージング走行をお楽しみください。

以上

