平成 24年 2月 20日制定
平成 29年 4月 １日改定

鈴鹿サーキット アドバンスカートメンバーズ会員規約
第１条 (名称)
当会は、アドバンスカートメンバーズ（以下当会）と称します。

第９条 (諸規約の遵守)
会員は鈴鹿サーキットの各施設利用につき本規約および附則を遵守し、
係員の指示に従わなければなりません。また、施設内における秩序を

第２条 (目的)

乱してはなりません。

当会は会員の皆様に、アドバンスカートを通じてより身近にモーター
スポーツを楽しんでいただくこと及び、アドバンスカートの健全な経営を
目的とします。

第１０条 (資格の解除)
鈴鹿サーキットは、会員が本規約に違反したり、当会の秩序を著しく乱す
等、何らかの理由により会員として不適合と判断した場合は有効期間内で

第３条 (入会の資格条件)
アドバンスカートの走行資格を有し、本規約を承認のうえ申込みを希望

あっても会員資格を解除することができるものとします。その際、会員は
解除を理由として納入した入会金・年会費等一切の請求を行うことはできません。

する個人。未成年者は本人とその親権者が連署した上、申し込むことに
より入会することができます。この場合、親権者は本規約に基づく責任を
本人と連帯して負うものとします。

第１１条 (会員資格の更新)
会員は、鈴鹿サーキットが定める手続きを、有効期限月の1日より有効期限
終了後１２ヶ月までの期間内に直接アドバンスカート受付にて行うことにより、

第４条 (入会手続き)

会員資格を更新できるものとします。

入会希望者は、所定の用紙に必要事項を記入し、附則に定める入会金・

尚、鈴鹿サーキットは第１０条により会員資格を解除された方の更新を拒否

年会費を納入の上、申し込むものとします。尚、入会金・年会費は、

することができます。

理由の如何にかかわらず返還しないものとします。

第１２条 (特典資格の消失と退会)
第５条 (会員の適用範囲と有効期限)
１．会員資格の適用は入会者本人のみとし、特典の適用範囲は

有効期限が到来すると会員特典を受ける資格は消失するものとし、有効
期限が到来した日から１２ヶ月間更新の手続きがない場合は退会とします。

附則に定める通りとします。
２．有効期限は入会日から1年後の入会月末日までとします。

第１３条 (営業時間と休業・営業の短縮及び利用制限)
アドバンスカートの営業時間は遊園地モートピアの営業時間に準じます。

第６条 (会員証)

但し、施設の整備・天候の不順、またはその他催事等の理由で、臨時の

鈴鹿サーキットは会員に会員証を交付し、会員はアドバンスカート

休業及び営業時間の短縮、または利用者の制限を行うことがあります。

メンバーズ会員証を以下のように取り扱うものとします。

この際、会員は鈴鹿サーキットの各施設を利用ができない期間に対し、

１．アドバンスカートにて走行する場合や会員としての特典を受ける

補償・その他何等かの請求・異議申し立てをすることはできません。

場合は必ず会員証を提示するものとします。
２．会員証は、会員本人以外の第三者に貸与、譲渡、質入等をする
ことはできません。
３．会員証を紛失した場合には、直ちに弊社アドバンスカート受付
窓口にて再発行の申請をするものとします。

第１４条 (規約等の変更)
鈴鹿サーキットは、本規約および附則について事前の通告なしに一方的に
改定、変更できるものとし、改定若しくは変更の効力は、会員にも及ぶものと
します。

４．会員が会員資格を喪失した場合は、直ちに会員証を鈴鹿サー
キットに返却または、破棄するものとします。

第７条 (届出事項の変更)

鈴鹿サーキットは施設点検のため、下記の期間休業させていただきます。

転居等の理由により住所等に変更のあった場合は、会員直ちにその
内容を鈴鹿サーキットに届けるものとします。

第８条 (個人情報の取扱)

2017年6月13日（火）～2017年6月15日（木）
2018年1月9日（火）～2018年1月12日（金）
2018年1月22日（月）～2018年2月2日（金）

会員は鈴鹿サーキットが会員本人の個人情報及びその一部を以下の理由で
使用することを了承するものとします。
１．会員資格の更新およびイベント情報案内など郵送物の発送。
２．レース等イベントの結果発表。
ただし、施設内及び弊社ウェブサイトでの指名の使用に限る。
３．その他、何等かの緊急な連絡の必要性が生じた時。

(株)モビリティランド 鈴鹿サーキット
アドバンスカートメンバーズ事務局
Tel 059-378-1111（代）

平成 24年 2月 7日制定
平成 29年 4月 １日改定

鈴鹿サーキット アドバンスカートメンバーズ会員規約～附則
第１章 入会金・年会費
第１条 (入会金)

第６条 (SMSC南コース会員入会料の割引)

入会金は以下のとおりとし、入会申込み時に納入するものとします。

当会会員本人に限り、ＳＭＳＣ南コース会員に下記の料金で入会いただけます。

（１）男性

5,100円

※初回登録・年間費より10％オフ

（2）女性

3,100円

（3）ジュニア(中学生以下)

12月～3月

免除

7月～9月

10月11月

19,600

17,500

15,500

13,400

割引金額（１０％オフ）

▲1,960

▲1,750

▲1,550

▲1,340

共済費

10,000

10,000

10,000

10,000

合計

27,640

25,750

23,950

22,060

※上記の料金はすべて消費税を含みます。
※(1)(2)は満15歳の誕生日から、その日を含め最初に来る4月1日

4月～6月

初回登録・年会費

※アドバンスカート会員の期限内のみ有効、他キャンペーンとの併用不可。

第７条 (各施設利用料金の割引)

以降の者とする。

鈴鹿サーキット内各施設については下記料金でご利用いただけます。

第２条 (年会費)

施設・内容

割引内容

年会費は、男性・女性・ジュニア共に以下の料金とし、入会申込み時

モートピアパスポート※１※２

大人2,800円 子ども2,800円 幼児1,500円

及び、更新手続き時に納入するものとします。

アクアアドベンチャープール※１※２

大人1,500円 子ども1,300円 幼児1,000円

・年会費

クア・ガーデン(温泉のみ)※２※３

大人(中学生以上） 880円

5,200円（消費税込）

子ども (3歳以上） 780円

第２章 特典

クア・ガーデン(温泉＋プール)※２※３

大人(中学生以上）1,280円
子ども (3歳以上）1,080円

第３条 (走行料)
会員のアドバンスカート走行料は以下のとおりとします。

レストラン 「そら・たべよ」

定価より１０％オフ（会員様+1名）

鈴鹿サーキットホテル※４

定価より５％オフ（ルームチャージのみ）

（１）アドバンスカート

5周 1,100円

※１ 大人・・・中学生以上、子ども・・・小学生、幼児・・・未就学

（2）アドバンスカート

10周 2,100円

※２ 本人含め2名様分まで

（3）アドバンスカートプラス

10周 2,600円

※３

クア・ガーデン割引除外日

※上記料金にフェイスマスク利用料は含まれておりません。
※上記料金にはすべて消費税を含みます。

2017年 7月28日(金）～ 7月30日（日）
2017年 10月4日(水) ～ 10月 8日（日）

※４ 会員様ご本人が宿泊される部屋のみ割引対象となります。
※表記の料金はすべて消費税を含みます。

第４条 (入園料の免除)

第８条 (提携施設の優遇利用)

会員とその同伴者1名に限り、鈴鹿サーキットモートピア入園料を

会員は、提携する下記の施設について、利用の際に優遇が受けられます。

免除いたします。

尚、優遇内容については各施設によって異なります。
施設名

第５条 (駐車場料金の返還)
下記に定める除外日を除き、会員証1枚につき、会員が運転または
同乗する4輪車または2輪車1台に限り、駐車場課金日の駐車場
料金を来園当日分のみアドバンスカート利用時に返還いたします。
※駐車場料金の返還には駐車券が必要です。駐車場ゲートで駐車料金
を一旦お支払いの上、鈴鹿サーキット指定駐車券を
アドバンスカート受付にお持ち下さい。

ドリームサーキット

舞洲インフィニティサーキット

クイック浜名
レインボーモーター

所在地
兵庫県姫路市夢前町寺2098-2
079-335-5858
大阪府大阪市此花区北港緑地
2丁目無番地

06-6466-2022

静岡県浜松市西区佐浜町5757
053-485-6001
三重県桑名市志知3918-1

スポーツカートコース
【2017年駐車場無料特典除外日】
( 1) 2016-2017 FIM世界耐久選手権シリーズ最終戦
"コカ・コーラ "鈴鹿8時間耐久ロードレース 第40回記念大会
・2017年7月27日(木) ～ 30日( 日)

スポーツカート阪奈

幸田サーキット YRP桐山

0594-31-5333
奈良県生駒市辻町480-19
0743-75-5757
愛知県額田群幸田町大字桐山
字立岩1-100

0564-62-7522

( 2) 2017 AUTOBACS SUPER GT Round6
第46回 インターナショナル SUZUKA 1000km
・2017年8月26日(土) ～ 27日(日)
( 3) 2017 FIA F1 世界選手権シリーズ 日本グランプリレース

第９条 (その他)
アドバンスカートにおいて、会員に対象を限定したイベント開催や、
イベント参加料金の割引を行うことがあります。

・2017年10月５日（木） ～ 8日（日）
(株)モビリティランド 鈴鹿サーキット
アドバンスカートメンバーズ事務局
Tel 059-378-1111（代）

