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第 17回 京商ミニッツカップ 2019ファイナルチャンピオンシップ同時開催 

『ミニッツミーティング日産ファンクラス』参加の皆様へ 
  
平素は京商製品のご愛顧、並びに京商イベントへのご参加、誠にありがとうございます。 
ミニッツミーティングの内容についてご案内をさせていただきます。 

 
●大会概要   
【開催日】：令和 2年 2月 23日（日）  

・受付（参加確認・ICタグ登録） 
・ファイナルチャンピオンシップ開会式(集合写真撮影) / ドライバーズミーティング 
・練習走行１回（3分間） 
・予選 1、2ラウンド（3分間）  
・勝ち上がり全員決勝  
・表彰式 
※ FINALチャンピオンシップクラスと同時開催となります。 
※ 選手パドック入場時間 7：30より（2F「ホワイエ」ルーム） 

 
【受付時間】：日曜日 AM 8：00 ～ 8：20まで（NISSANファンクラス） 

※ ICタグの付いたマシンを持って受付までお越し下さい。 
※ 時間を過ぎての受付は一切出来ませんのでご注意ください。 
 

【会場】  ：神奈川県横浜市西区高島 1-1-1 
      「日産グローバル本社ギャラリー」内 1F 特設会場 
      会場までのアクセスは http://www.nissan.co.jp/GALLERY/HQ/ をご覧下さい。 

規定    ：ミニッツカップ 2019 ノービスクラスのレギュレーションで行ないます。ただし、ボデ
ィは日産車限定となりますのでご注意ください。バッテリーはアルカリ乾電池支給。 

主催  ：京商株式会社 
協力  ：日産自動車株式会社 
   
●競技内容 
  【NISSANファンクラス】 
      練習-----------ヒートごとに 3分間を 1回 
   予選-----------3分間の周回レースを 2ラウンド行い、どちらか周回の多い予選タイムが予選最終

成績となる。 
決勝-----------決勝レース Bメインまでは 4分間、Aメインは 8分間の周回レースを 1ラウンド

行う。（各メイン上位 2名の勝ち上がり） 
●賞典 
   ：Aメイン上位 3名表彰 
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■京商スタッフマスク着用に関して 

「新型コロナウイルス」の国内での発症・感染によりミニッツカップ運営スタッフはマスクを着用さ

せて頂きます。参加選手、日産グローバル本社様に来られる皆様の安心、安全を守る為にご理解の程、

宜しくお願い致します。 

■参加選手・サポーターの皆様へのマスク着用のお願い 

「新型コロナウイルス」の国内での発症・感染によりミニッツカップファイナル会場ではマスクの着

用を奨励致します。又、ピットエリアでは咳エチケットをお守り頂く様にお願い致します。 

■新型コロナウイルス感染拡大にともなう体験会中止のお知らせ 

お客様の安全と健康を考慮し「ミニッツドライビングスクール」と「スロットカーカレラの無料体験

コーナー」は中止とさせていただきます。 

 

厚生労働省「新型コロナウイルスに関するＱ＆A」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html 
 
●大会スケジュール 
【2月 23日（日）】 

7：30 ～      パドックエリア開場(選手会場入り) 
 8：00 ～  8：20  NISSANクラス受付（時間厳守でお越しください） 

8：30 ～  9：00  開会式(選手集合写真撮影)・日産クラスドライバーズミーティング 
9：05 ～  9：10  FINALクラス(2日目から参加者のみ)練習走行（３分間 1回） 

     9：15 ～  9：30  NISSANクラス練習走行 
    9：30 ～ 11：35  FINALクラス 予選 4回目 
    11：40 ～ 12：00  NISSANクラス 予選 1回目 
    12：00 ～ 12：30  日産グローバル本社ギャラリープレゼンテーションタイム 
    12：30 ～ 12：50  NISSANクラス 予選 2回目 

13：05 ～ 15：40   決勝レース(下位メインよりスタート、Bメインまで) 
13：12 ～ 13：19  NISSANクラス Dメイン 
13：44 ～ 13：51    NISSANクラス Cメイン 
14：33 ～ 14：40  NISSANクラス Bメイン          

    15：40 ～ 16：10  日産グローバル本社ギャラリープレゼンテーションタイム 
       16：10 ～ 18：10   決勝レース(Aメイン) 
    16：10 ～ 16：23  NISSANクラス Aメイン 
    18：20 ～ 19：05  表彰式 終了 
※進行状況により開始時間が随時変更となります。会場内でのアナウンスにご注意下さい 

 ※FINALクラスと NISSANクラスのレースが交互に行われる時間帯がございます。くれぐれもご
自分の出走タイミングに遅れないよう宜しくお願い致します。 

 

●会場についての注意事項 
1・会場は、大会コースと選手パドックが離れております。ご了解の程宜しくお願い致します。パドッ
クに関しましては、会場 2F の「ホワイエ」ルームをご使用頂きます。入場の際は、駅からの連絡
通路「はまみらいウォーク」よりアクセスして下さい。 
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なお、会場内の移動の際は走らないようにお願いします。特にエスカレーターをご利用の際はステ

ップに立ち止まり手すりに必ずおつかまり下さい。ステップを歩いたり走ったりしないようご注意

ください。時間に余裕を持って移動をお願いします。 
2・パドック内には NISSAN クラス選手用のテーブルとイスをご用意いたしますが 1テーブルを 6名様
で必ずご使用下さい。パドックスペースには限りがございますので選手の皆様で譲りあって使用し

て下さい。（サポーターの方はご利用になれません）パドックスペースにおける選手間のトラブルに

スタッフは一切関知いたしません。 

3・ピットパドックを使用される場合、テーブル面に必ずピットマット、タオル等を引いて作業頂きま
す様にお願い致します。お従いいただけない場合は出場をお断りいたします。 

4・エアブロー等で車体の汚れを落とす際には床に汚れを落とさないようご注意下さい。また、ケミ
カル用品の取り扱いにご注意下さい。テーブル面及び床面は汚さない様に細心の注意をお願いしま

す。ゴミは各自お持ち帰り下さい。 
5・パドック内での喫煙及び食事は禁止となっております。ギャラリー内のカフェにてご利用下さい。 
6・会場及び周辺に駐車場はございますが全て有料となっております。ご利用の際は、大会会場建物の
すぐ隣にございます「横浜三井ビルディング パーキング」を是非ご利用下さい。 
 営業時間：7：00～23：00 最大料金：1日 ¥2,000（土日祝日）割引有 
割引は、ギャラリー内インフォメーションカウンターで割引処理してもらってください。なお、営

業時間内のみ割引処理対応可となりますので、ご注意ください。 

 

●レース受付手順 
パドックに荷物を置かれましたら、速やかに IC タグを装着したマシンを持って受付にお越し下さい。

IC タグの登録を行います。 

 

●計測方法について 
 ＊計測方法は「ICタグ ラップカウントシステム」で行います。 
  各自、必ず ICタグをご用意下さい。※運営サイドでの準備はございません。 
 ＊スタート形式は全て「ノーマル」スタートです。 
＊万一、計測トラブルが発生した場合は再レースとなる事があります。 

 
●走行用電池について   
「NISSANファンクラス」につきましては、練習走行を含む全ての走行において、京商オフィシャ
ルより ORION製単 4アルカリ電池を支給致します。出走の際は支給電池以外での走行は出来ませ
んのでご注意下さい。レース出走前は車体に電池を取り付けた状態で待機願います。 

 
●使用モーターについて 
１度分解したモーター（進角がついているなど故意でなくとも）や基準のスペックから外れたモー

ターは使用できません。販売状態を無加工で使用してください。 
基準に合致しないモーターは全て車検落ちとなります。 
レース終了後にモーターを京商にてお預かりさせていただく場合もあります。 
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●レースにおける注意事項（ドライバーズミーティングは簡潔に行いますので良くお読み下さい） 
1．コースについて 
＊ コースは発売中の「グランプリサーキット」を使用します。 
＊ コースレイアウトは事前発表の「レイアウト２」で行ないます。 
＊ スタートは予選ではストレート手前の 2 本の白いラインがスタートラインとなります。予選１回
目は奇数ゼッケンが１列目、予選２回目は偶数ゼッケンが１列目からのとなります。決勝は予選

順によるグリッド式となります。事前に場所の確認をお願いいたします。計測ラインの位置確認

もお忘れなく。 
＊ 操縦台の立ち位置は練習・予選レースにおいてはレースのスタート前に抽選を行います。自分の前の組

のレースがスタートしたら操縦台の抽選を行なって下さい。出番となりましたらマシンをコースの決められ

た位置に置いて、抽選で出た番号（１から８）の操縦台へお上がり下さい。 

＊ コースオープンのコールがあるまではマシンは動かさずにお待ちください。コースオープンのコールがあり

ましたら走行開始となります。予選からは 2 列での一斉スタートになりますので、計測ラインを通過しまし

たらストレート手前のスタートラインで停止して下さい。 

＊ 操縦の際は必ず操縦台の上でお願いいたします。レース終了までは操縦台前に降りる事を禁止と

いたします。途中リタイヤの場合は操縦台後方から降りて下さい。 
＊レース終了後はコースマーシャルを行なっていただきます。ご自分の出走が終了致しましたら、マ

シンと送信機を車検コーナーに預けて、速やかにコース外周のオレンジ色のコーンのところについ

て、その場所で必ず座って待機するようにして下さい。（例：1組目走行の方は、2組目のコースマ
ーシャルを行なう）日産クラス 3組目の選手は 1組目のコースマーシャルとなりますので、出走の
準備を終えて 1組目の開始時刻になりましたらコースへお越しください。コースマーシャルの注意
点ですが、あくまでも走行中のマシンが優先となりますので、マーシャルの方は周囲を十分注意し

てコース内に進入してください。コースマーシャルへのクレームは受付けません。 
 
2．スタート・ゴールについて 
＊ スタートの合図は電子音により行います。電子音 4回目（最後のみ高音）でスタートです。 
＊ フライングには注意して下さい。そのまま走ると 1 周減算のペナルティが課せられます。もしス
タート前に動いてしまった場合はその場で止まり、周りの車がすべてスタートして最後尾から再

スタートすればペナルティはとりません。 
＊ ゴールしたマシンはカーナンバーのコールがありますので、何番（１から８番）ゴールというコ

ールがあるまで走り続けて下さい。全車ゴールのコールがありましたらすみやかにマシンを回収

して車検場にお持ちください。ご自分のカーナンバーと同じ番号のカゴがありますので、マシン

と送信機を預けてコースマーシャルをお願いします。 
 
3．全般 
＊ プロポ（送信機）はご自分の該当レース以外ではスイッチを絶対に入れないで下さい。 
＊ ご自分より速いと思われる車が接近したら進路を譲って下さい。予選でのブロックや決勝におい

ての周回遅れでのブロックはルール違反です。また他車を追い抜く際には接触しない様に注意し

て下さい。故意の接触（追突など）は警告となります。 
＊ 他人やオフィシャルへの暴言は禁止いたします。 
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● その他 
＊ 参加車両にはミニッツカップ専用のカーゼッケンを用意しますので、当日発表のレース組合せ表に

あるご自身のカーナンバーと同じ番号（１から８）をフロントウインドに一枚お貼りください。 
＊ 競技規定や会場での注意事項はお守り下さい。お守りいただけない場合は受付後でも参加をお断

りいたします。特に会場の車両展示用ターンテーブルやイベントステージに腰掛けたり、ミニッ

ツレーサー、送信機などの荷物等を置くことは厳禁となります。 

＊ 会場内設備に損傷を与えない様にご注意下さい。損傷を与えた場合の修繕費はお客様のご負担と

なります。特にケミカル用品の取り扱いにご注意下さい。 

＊ 大会期間中の事故、怪我、盗難等に関して主催者は責任を負いかねます。 

＊ イベントの模様は、弊社スタッフまたは、イベント主催者による記録・広報等のため、写真撮影、

録画・録音等を行います。これらの撮影物は、PR の目的のため、公式ホームページや SNS、各種メ

ディア、印刷物等に使用・掲載させていただく場合がございます。同意の上ご参加願います。 

＊ レースに参加される方はこのご案内、及びホームページ記載のレギュレーションブックの内容に

同意した上でご参加下さい。 

 

 

以上、皆様のご来場をお待ちしています。 

 

   

京商株式会社ミニッツカップ 2019実行委員会 
お問い合わせ・ユーザー相談室  
TEL 046-229-4115 / FAX 046-229-0086 


