
　　レーシングカー同乗走行への参加にあたり、下記の参加に関しての注意を良くお読みになり、
　　全てにご了解を頂きましたうえで、誓約書への署名をお願い致します。

（１） 妊娠している方、心臓に疾患のある方、骨折や捻挫をしている方、身体の健康に問題のある方、
その他レーシングカー同乗走行に参加することで症状の悪化が懸念される方はご参加頂けません。

（２） 未成年者はご参加頂けません。

（３） 飲酒されている方はご参加頂けません。

（４） スタッフの指示に従って頂けない方はご参加頂けません。

（５） その他、スタッフが参加に適さないと判断した場合は、ご参加をご遠慮頂くことがあります。

（６） 車両走行中の携帯電話、スマートフォン、ビデオカメラなどによる動画や写真の撮影は禁止です。

（７） レーシングカー同乗走行は、天候やコース状況等により、中止となることがあります。

＊個人情報の取り扱いについて
参加者の個人情報は、誓約書（４）に定める他、「レーシングカー同乗走行」ご参加以外の目的には
使用致しません。
また、参加者の同意を得る事無く、催行に必要な関係者以外の第三者に提供致しません。

ニッサン･モータースポーツ･インターナショナル(株) 御中

      私は、貴社が主催する「NISMO FESTIVAL at FUJI SPEEDWAY 2016」において
      レーシングカー同乗走行参加にあたり、下記の通り誓約致します。

（１）私は、貴社及び貴社従業員、富士スピードウエイ㈱及びその従業員、その他貴社が指定した
    　スタッフ等 （以下総称して「主催者」という）の指示を遵守するとともに、他のお客様に対し
　　　て迷惑を掛ける行為は一切致しません。

（２）私は、突発的な事故あるいはやむを得ない事情等により主催者がレーシングカー同乗走行を中断、
      あるいは中止した場合において、その原因にかかわらず主催者及び他の参加者に対して非難、
      責任追求、損害賠償請求等の行為を一切致しません。

（３）私は、レーシングカー同乗走行参加中の突発的な事故等により、私が損害を受けた場合において、
      その原因にかかわらず主催者及び他の参加者に対して非難、責任追及、損害賠償請求等の行為を
      一切致しません。

（４）私は、貴社がレーシングカー同乗走行に於ける私の写真を広報宣伝活動等に自由に利用すること
      に同意いたします。

　　２０　　年 　　 月 　　 日

　本人住所

　本人氏名

レーシングカー同乗走行参加に関しての注意

誓　約　書



Full Name:

Signature:

Date:

INSTRUCTION for RACING CAR RIDE RUN LETTER OF CONSENT

Please read this instruction carefully before signing in participation

for RACING CAR RIDE RUN.

a. You must be in good health condition.

b. Those who are pregnant, or suffer heart disease, fracture,

　or sprain cannot join RACING CAR RIDE RUN.

c. If you are under 20 years old, cannot join RACING CAR RIDE RUN.

d. All passengers are required to sign letter of consent.

e. RACING CAR RIDE RUN is subject to cancel due to weather condition

　or track condition.

f. Video nor photograph by mobile phone , smart phone , camera

　during the vehicle running is prohibited.

Please note the followings are not eligible for RACING CAR RIDE RUN.

a. Those who drunk alcohol, or suffer a hangover.

b. Those who do not follow staff’s instruction.

c. Those who staff thinks are inappropriate for participating

　in RACING CAR RIDE RUN.

Participating in RACING CAR RIDE RUN at NISMO FESTIVAL @ FUJI SPEEDWAY

2016 organized by NISMO,

I AGREE THAT

A. I have read and fully understood the instruction for RACING CAR RIDE

RUN, and will follow request and instruction given by NISMO, NISMO Festival

staff, FUJI SPEEDWAY, and FUJI SPEEDWAY staff (hereinafter referred to as “

the Organizer”).

B. I shall take responsibility for any loss and/or damage and/or my injury

during RACING CAR RIDE RUN.

C. NISMO may use my name and my portrait taken during RACING CAR RIDE

RUN for advertising film, or promotional material of NISSAN and NISMO.

D. I will not object, pursuit responsibility, press charges on the Organizer or

any guest for not being able to participate in RACING CAR RIDE RUN due to

vehicle problems or any decision made by the Organizer.

Regarding to private information:

Participant’s private information will not be used for any purposes other than

“RACING CAR RIDE RUN” , and obtaining the participant’s agreement to third

parties other than a related post necessary for smoothly.


