
 

施設利用規約 
いなべモータースポーツランド（サンビシモータース㈱管理施設）に関わる利用規約をここ

に定めます。イベント、レース、その他で、当施設をご利用になる際は、以下の利用規約、

免責事項、及び注意事項を遵守してください。貸切りの申込みについては、所定の申込書に

必要事項をご記入し、代表者のご捺印を頂き、当施設までご提出ください。 
なお、同日に貸切り希望のお申込みがあった場合は、申込書受取日を優先順位と致します。 

 
＜貸切り可能エリア＞ 
・モトクロスコース 
・北エンデューロコース 
・南エンデューロコース 
・フラットトラック 
・初心者コース 
・オープンエリア 
・第 1 駐車場 
・第 2 駐車場 
・第 3 駐車場 
 
＜貸切り可能日／時間＞ 
4 月～10 月：定休日の火曜日を除く 9：00 ～ 16：30 
11 月～3 月：定休日の火曜日を除く 9：00 ～ 16：00 
※準備や設営に必要な時間については、ご相談ください。 
※天候・コースコンディションにより変更となる場合もありますので、ご了承ください。 

 
＜貸切り料金＞ 
別紙にて掲載 

 
 
（利用目的） 
当施設は主にオフロードバイクに関連する事項で利用することを原則と致します。法律に

反する目的や、公共の秩序と善良なる風俗に反する行為等によるご利用は固くお断り致し

ます。 
 
（ご利用時間） 
利用時間は、事前にお申込み頂いた時間内でのご利用を厳守してください。利用時間を延長

する場合、時間外でご利用をご希望の場合は、別途ご相談ください。また、延長や時間外に

ついては、延長料金をご請求致します。ただし、他の利用者に支障が発生する場合や、天候・

コースコンディションにより使用不可と判断する場合など、延長をお断りする場合がござ

います。 
搬入・搬出・設営・撤収で当施設を利用する時間については、予め申請して頂ければ、上記

の限りではございませんので、ご相談ください。 
 



 

（搬入・搬出・設営・撤収） 
搬入・搬出・設営・撤収については、貸切り申込者が行ってください。貸切り当日、貸切り

時間外で行う場合は、必ず事前に申請をしてください。その場合、コース営業時間内に行っ

て頂くことを原則とし、他の利用者に支障が発生しない範囲で行ってください。コース営業

時間外や、貸切り当日前後で搬入・搬出・設営・撤収のために一般走行が不可となる場合、

当日の貸切りエリアを超えて場所の確保が必要な場合などは、別途利用料金をご請求する

場合もございます。 
 
（利用制限） 
利用申込者は、第三者に利用権の全部、または一部の譲渡あるいは転貸することはできませ

ん。利用申込者がこの規約に反し、利用権の全部または一部の譲渡あるいは転貸した場合、

直ちに利用を停止し、今後一切の利用をお断り致します。また、当施設に損害が発生した場

合は、その損害を全額賠償するものとします。 
利用申込受付後、または、利用途中においても、次の場合には当方の判断で申込みの取り消

しや利用停止の処置をとる場合がございます。この場合に生じ利用者のいかなる損害に対

しても、当方は一切の責任を負いません。 

 
① 申込時の利用目的と実際の利用内容が著しく異なる場合 
② 利用申込書のご記入内容に偽りがあると認められる場合 
③ 管理上または風紀上好ましくないと認められる場合 
④ 暴力行為、反社会的行為、及びそれらの活動、または業務内容が不明確な団体が主催、

協賛及び後援等を行う場合 
⑤ 危険物の持ち込み、施設、備品等を破損、汚損、紛失した場合 
⑥ コースレイアウトを許可なく変更および変型する場合 
⑦ コースレイアウトや走行エリアを原状回復不可にした場合 
⑧ 来場者数が許容範囲を超え、周囲に迷惑を及ぼすと判断した場合 
⑨ 指定外駐車場、および近隣の敷地、路上等に二輪・四輪車を駐車した場合 
⑩ 当方からの注意に従わず、また本規約に違反すると判断した場合 
⑪ その他、当施設運営管理上、支障があると判断する場合 
⑫ 近隣住民の迷惑となる大きな音を出す場合 
⑬ 近隣公道をナンバーの無い車両で走行する場合 
⑭ 安全面に十分な考慮がないと判断した場合 
⑮ 飲酒運転、薬物など法律に違反する事項が認められる場合 
⑯ 予め申請したエリア、時間を超えて利用が認められる場合 
（利用許諾の取り消し） 
利用に関わらず、本規約に反すると当方が判断した場合は、利用を取消致します。この場合、

受領した利用料金は、返金致しません。 
 
（予約後のキャンセル） 
お申し込み後、やむを得ない理由によりご予約をキャンセルされる場合は、速やかにメール

またはお電話にてご連絡をお願い致します。キャンセル手数料は、キャンセル後 7 日以内

にお持ち頂くか、お振込みをお願い致します。その際の振込手数料は、ご利用者様にてご負



 

担ください。キャンセル手数料は、以下の通りです。 
天候やコースコンディションにより、施設が利用不可となり、キャンセルとなった場合は、

この通りではございません。その場合は、事前にご利用の有無をご連絡ください。 
 
【キャンセル手数料】 
・10 日前迄のキャンセル料：ご利用料金の 0% 
・5 日前迄のキャンセル料：ご利用料金の 50％ 
・4 日前から当日迄のキャンセル料：ご利用料金の 100% 
 
（利用料金のお支払い） 
利用料金のお支払いは、利用後、御請求させて頂きます。コースでのお支払いは現金に限り

ます。お振込みをご希望の場合は、指定の口座にお振込みください。 
 
（免責及び損害賠償） 
① 当施設利用中の展示物及び利用者、参加者がお持ちになられた物（貴重品を含む）等の

盗難、破損事故については、その原因の如何を問わず当方は一切の責任を負いません。 
② 天変地異、関係各省庁からの指導、その他、当方の責に帰さない事由により、利用が中

止された場合、その損害については一切の責任を負いません。 
③ 当施設内外の建造物、設備、備品、貸出備品等を破損、汚損、紛失させた場合には、そ

の損害について全額賠償請求致します。 
④ 施設内および駐車場内における事故については、いかなる理由があっても当方において

責任を負いかねます。また、ご利用者様間での事故、トラブル等については、ご利用者

様間での解決ください。バイク走行の方に限らず、見学者、観覧者、引率者についても

事故についても同様です。 
⑤ その他、利用者が本規約に違反したことによって、当方が損害を被った場合には、その

損害について全額賠償請求致します。 
⑥ 当方の責に帰すべき事由により、利用申込者が損害を被り、その損害の賠償を当方に請

求した場合は、受領した料金を限度として、賠償するものとします。ただし、利用申込

者の損害の内、機会損等の逸失利益については、その損害の責任を負いません。 
 
（安全管理） 
オフロードバイク走行は、大きな危険を伴うスポーツです。十分な注意を必要とし、注意を

怠れば重大な傷害や死亡などの事故に繋がる危険性も秘めています。 
当方はご利用者が安全に当施設を利用し、常に注意を向けて事故の発生を未然に防ぐ努力

をしておりますが、第三者による事故に巻き込まれる可能性もあります。ご利用者各自も他

の利用者と共に積極的に安全確保に努めて頂くことをお願い致します。 
 
① 事故防止については、スタッフの指示に従い十分にご注意ください。 
② 万一の事故については、ご利用者（及び保護者・引率者）の責任とし、当方は一切その

責任を負いかねます。 
③ 安全確保や施設を快適に利用するためのスタッフの指示や注意に従えない場合は、ご利

用を停止させて頂く場合があります。それが走行内であっても利用料金の返金は致しか



 

ねます。 
④ 当施設走行可能車両は、以下に適合する車両を強く推奨致します。 

・オフロード走行用タイヤ装着 
・各エリアに適したオフロード走行用車両 
・転倒の際に各自対応できる車両 
・整備された車両 
車両について、スタッフがコース走行に不適合と判断した場合、他の利用者の走行を妨

げる場合、明らかに故障が確認できる場合などは、走行をお断りさせて頂きます。 
⑤ 走行の際は、以下の装備を強く推奨致します。 

・フルフェイスヘルメット 
・オフロードブーツ 
・プロテクター（首、胸、肘、膝） 
・グローブ 
装備について、スタッフが安全面で不十分と判断した場合は、走行をお断りさせて頂き

ます。当施設ではレンタル装備もご用意しておりますので、お持ちでない方はご利用く

ださい（レンタル料別途） 
⑥ 酒気を帯びていらっしゃる方は、利用をお断り致します。 
⑦ 指定箇所以外はすべて禁煙です。 
⑧ ピット・パドック内（駐車場）では火気の使用を禁止します。 
⑨ ピット・パドック内（駐車場）では、練習走行やコースの一部として走行することを禁

止します。 
⑩ 走行中、車両トラブル等でコース内において停止する場合は、安全が確保できる場所で

停止してください。 
⑪ 走行しない方のコースへの不用意な立ち入りは禁止します。やむを得ず立ち入りをする

場合は、スタッフにお声掛けください。 
⑫ コース走行の際は、必ず「OP-net スポーツ安全保険」への加入をお願い致します。利

用者がこの保険に加入せず走行を希望する場合は、当日掛け捨てのイベント保険をご用

意できる場合もございますので、ご相談ください。 
⑬ 申請時間外走行をされた場合は、走行を中止させて頂きます。また、別途延長料をご請

求させて頂きます。 
⑭ 前日からの施設駐車場への入場は禁止ではありませんが、21 時以降に入場される場合

は、お静かにご利用ください。バイクのエンジンをかける、騒音を出すなどは禁止しま

す。また、車のエンジンについても、なるべくお切り頂くようご協力をお願い致します。 

 
（近隣への配慮） 
近隣への配慮を欠く行為については、全面的に禁止します。 
・施設近隣への無断駐車 
・騒音 
・ごみの不法投棄 
・営業時間外でのコース走行 
・公道における迷惑走行 
 



 

（利用後の原状回復） 
利用終了後は、利用前まで原状回復してください。当施設の建造物・設備・備品・貸出備品

等を破損、汚損、紛失させ、原状回復に実費及び工数がかかると判断した場合は、全額賠償

請求致します。利用終了にあたり、設営、装飾、撤去作業で発生した残材やごみ等は、すべ

てお持ち帰りください。処理がされなかった場合は、その処理費用を実費にて請求致します。 
 
（SNS・各媒体での画像、映像の取り扱い） 
① 当施設内で撮影された画像や動画について、SNS や各媒体で使用する場合に、当方の利

用方法や施設について、誤った利用方法を誘発するような内容などは避けてください。 
② 当施設の屋内、屋外を問わず、当施設において撮影された画像や動画を当方に無許可で

当方が運営する媒体以外に掲載、当方ウェブサイトに掲載されている画像を無許可で転

載はお断り致します。 
 
 
 
 
 
 
（施設案内） 
いなべモータースポーツランド 
〒511-0201 三重県いなべ市員弁町市之原 160 

TEL：0594-48-3114 ／ MAIL：info@inabe-msl.com 

 

サンビシモータース株式会社 

〒511-0007 三重県桑名市参宮通 23 

TEL：0594-22-1616 ／ MAIL：info@ktm-tokai.jp （KTM 東海内） 

代表者 岡田 文明 

緊急連絡先：090-3257-8455（岡田携帯） 

  

 

 

 

 

利用者署名                        

  



 

いなべモータースポーツランド コース使用申込書 

申込日     年   月   日 
企業・団体名 

クラブ名 

 

代表者名  

住所 〒 

電話番号  

担当者名  

 
レンタル日 

時間 

     年     月    日 （   ）   日間 

時 間            ～     

搬入日／時間          搬出日／時間 

イベント名  

利用エリア  

利用内容  

 
利用料金         

振込先：桑名信用金庫 駅前支店 普通預金 1110379 ｲﾅﾍﾞﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ ｵｶﾀﾞﾌﾐｱｷ 

誓 約 書 

私どもは、いなべモータースポーツランドを利用するにあたり、利用規約をいかなる理由があっても厳守

し、利用するに関連して起こった死亡、損傷、その他の事故で私ども及び参加者の受けた損害について、

いなべモータースポーツランドならびにその従業員、雇員、または他の走行者などに対して非難し、責任

を追及することは致しません。尚、事故がいなべモータースポーツランド施設ならびにその従業員、雇員、

または他の走行者の手違いなどに起因した場合であっても変わりありません。 

私どもは、走行に対し、走行車両についてもコース及びスピードに対しても適格であり、かつ走行が可能

であることを誓い、利用規定を厳守しつつ、モータースポーツとして使用することを誓約致します。 

尚、私どもの過失により施設、器材、車両等に損害を与えた場合は損害について弁償致します。 

 

代表者署名                              印 



 

いなべモータースポーツランド コース貸切り使用料金 

2021 年 1 月 1 日改訂 

 

 

平日 
モトクロスコース ￥150,000- フラットトラック ￥50,000- 

北エンデューロコース ￥100,000- オープンエリア ￥20,000- 

南エンデューロコース ￥15,000- 第 1/2/3 駐車場 ￥20,000-～ 

初心者コース ￥30,000- 休憩室 ￥20,000- 

 
土曜日 

モトクロスコース ¥250,000- フラットトラック ￥80,000- 

北エンデューロコース ￥150,000- オープンエリア ￥30,000- 

南エンデューロコース ￥250,000- 第 1/2/3 駐車場 ￥30,000-～ 

初心者コース ￥60,000- 休憩室 ￥30,000- 

 
日曜日・祝日 

モトクロスコース ¥300,000- フラットトラック ￥100,000- 

北エンデューロコース ￥200,000- オープンエリア ￥50,000- 

南エンデューロコース ￥300,000- 第 1/2/3 駐車場 ￥50,000-～ 

初心者コース ￥80,000- 休憩室 ￥50,000- 

 
時間外料金／延長料金 
1 時間あたり、上記各設定料金の 10％ 
 
 
 
 
・上記は税別料金です。 

・平日ご利用の場合は、2 週間前までに予約（確約）下さい。 

・土、日、祝日の利用は、1 ヶ月前までに予約（確約）下さい。 

（当コース主催の MFJ 中部 MX 選手権、MFJ 中日本 ED 選手権前 2 週間前の土・日・祝日は

ご利用出来ません） 

・全エリア貸切り、複数エリア貸切りなど、使用内容に合わせたエリアでのご相談に応じま

す。 

 

＜キャンセル料＞ 

・10 日前迄のキャンセル料：ご利用料金の 0% 

・5 日前迄のキャンセル料：ご利用料金の 50％ 

・4 日前から当日迄のキャンセル料：ご利用料金の 100% 


