
A
B

占有時間 走行種類 時期 月～金曜日 土曜,祝祭日 日曜
A 297,000円 440,000円
B 275,000円 387,200円

コース使用：9:00-16:30 A 220,000円 418,000円 550,000円
※場内占有は7:00頃-18:00 B 198,000円 363,000円 484,000円

占有時間 走行種類 時期 月～金曜日 土曜,祝祭日 日曜
A 午後のみ貸出可 午後のみ貸出可 午後のみ

B 176,000円 253,000円 30,8000円

午前9:00-12:30 A 110,000円 209,000円 297,000円
午後13:00-16:30 B 99,000円 181,500円 264,000円

占有時間 走行種類 時期

※スポーツ走行が冬スケジュール中（11月中旬～1月中旬）は30分間となります。

平日…16,000円、土日祝祭日…24,000円

占有時間 走行種類 時期 月～金曜日 土曜,祝祭日 日曜

お支払いについて

■貸切（占有）料金のお支払い

予約時に料金の10％以上をお支払い頂き残金をイベント当日の指定の時間までにお支払いいただきます。
お申込み後のキャンセルはキャンセル料が発生しますので、ご注意ください。

貸切料金の支払方法
予約金（料金の10%以上） 電話予約から1週間以内に振込みまたはご持参ください。

貸切料（予約金を引いた残金） イベント当日走行前までに振込みまたはご持参ください。

キャンセル料の支払い方法
申し込み用紙と申込金が受理された後にキャンセルをしますと、キャンセル料が発生します。
・　申請書受理直後から……　施設料金の10% 

・　60日～……　 施設料金の50%　
・　30日～当日……　施設料金の100%

器物破損をした場合などのお支払い
請求書をお渡ししますので、指定された口座に指定日までにお振り込みください。

平日…30,000円、土日祝祭日…40,000円

[昼] 1時間 上記以外の2輪,カー
ト,2輪4輪試乗会,
各種撮影等

A
50,000円 60,000円 60,000円

12:30-13:30 B

12:30-13:30 冬スケ
ジュール
中

通常

2輪,カート,
2輪4輪試乗会,
各種撮影等

桶川スポーツランド占有料金（税込価格） 2023年

季節の区分 時期によって金額が異
なります。

 3月 ,4月 ,5月 ,6月 ,7月 ,9月 ,10月 ,11月,12月1～14日
 1月, 2月 , 8月, 12月15日～12月営業最終日まで

1日貸切
4輪スポーツ走行
（ドリフト禁止） 583,000円

半日貸切
4輪スポーツ走行
（ドリフト禁止）

2輪,カート,
2輪4輪試乗会,
各種撮影等

[昼] 30分～60分 2輪（桶川スポーツラ
ンドスポーツ走行規定
に則った車両）



コースレンタルオプション

下記オプションはお申し込み段階で決定していればお知らせください。
●いずれも破損、汚損が見られた場合には別途請求となります。
●スタッフ派遣など外注が必要な場合はご希望に添えないこともございますのでお早めにご相談ください。
●外部スタッフの怪我などがあった場合には、主催者が責務を負うものとします。

内容 申込先 料金 内容

パイロン 桶川スポーツランド 無料 コースや場内に立てるカラーコーンは赤、青、緑があります。必要数をお伺いして準備致します。

ワイヤレスマイク 桶川スポーツランド 無料 1-2本

計測器 桶川スポーツランド 500円/半日 ラップチャート印刷込。レース計測は別途"レース計測サービス"をご利用ください。

レース計測サービス 桶川スポーツランド 50,000円/一式 計測器込み。オペレーター1人、レース計測、リザルト作成、桶スポサイトへのリザルトアップなどを行います。

フラッグ 桶川スポーツランド 無料 日章旗、黄、赤、青、黒、青、白、オレンジボール　各ポストに必要な本数ございます。

トランシーバー 桶川スポーツランド 500円/1個 コースマーシャルをご依頼いただいた場合、コースマーシャル使用分は無料です。

表彰台 桶川スポーツランド 無料 1-3位までのオーソドックスなもの

椅子、テーブル 桶川スポーツランド 無料 コース内に配置している椅子やテーブルの他、会議テーブル一台、折りたたみ椅子各ポスト分

テント3m×6m 桶川スポーツランド 5,000円/1台 桶川スポーツランドのロゴの入った大型テントです。1台のみ。おもりつき。

テント1.5m×1.5m 桶川スポーツランド 2,000円/1台 桶川スポーツランドのロゴの入った小型テントです。13台あります。おもりつき。

トレーラーハウス 桶川スポーツランド 無料 ミーティングや休憩などに利用できます。長机×5、いす×15 、エアコン×2、電子レンジ×1、 電気ケトル×1、 電源×7

消化器 桶川スポーツランド 6,000～30,000円 サイズにより異なる金額です。コース数カ所、事務所に設置。使用した分だけご請求致します。

コースマーシャル 外部へ業務委託の場合あり。要相談 10,000円/1人 ご希望人数が集まらない場合もございますので早めにご依頼ください。

救護スタッフ 外部へ業務委託の場合あり。要相談 20,000～70,000円 看護師、医師、鍼灸/柔道整復師等。2ヶ月前までにご依頼ください。

インストラクター 外部へ業務委託の場合あり。要相談 50,000円～ 2ヶ月前までにご依頼ください。交通費別途。障害保険要相談。

レースクイーン 外部へ業務委託の場合あり。要相談 12,000円～ 2ヶ月前までにご依頼ください。交通費別途。障害保険要相談。

レースアナウンサー 外部へ業務委託の場合あり。要相談 50,000円～ 2ヶ月前までにご依頼ください。交通費別途。障害保険要相談。

カメラマン 外部へ業務委託の場合あり。要相談 20,000円～ 2ヶ月前までにご依頼ください。交通費別途。障害保険要相談。



器物破損などの料金表

★トランスポンダー（計測機）1個につき
外側のみの破損または汚損 程度に応じて決定します 回復が困難な汚損

使用できないほどの破損 ¥35,000 破損

ストップウォッチ  1個につき
回復が困難な汚損

トランスポンダーホルダー　　　1個につき 破損

破損 ¥850
マイク  1個につき
回復が困難な汚損 ¥50,000
破損 ※部品代
紛失 ¥50,000

信号灯破損 実費請求します

石灰　　1袋につき ¥1,100
破損 ¥50,000 消火器1本につき ¥5,000～¥30,000 ※容量による

その他　
破損 ￥30,000~￥50,000

破損 ¥80,000 オイル処理清掃代金 10,000円/1m
路面補修料 別途算出

破損 ￥150,000～

破損 時価 注意事項
旗　　1枚につき ・ここに記載のないものについても、破損や汚損が認められた場合には

回復が困難な汚損 ¥2,000 　別途請求いたします。料金は相談の上決めさせていただきます。

破損 ・★印のものはおおよその値段です。

※故障程度によっては金額が変わることもあります 　金額が変わる場合がありますのでご了承ください。

・消耗品は桶川スポーツランドが必要と判断した場合、

予告なく使用します。

・すべて罰則金込みの金額となります。

クラッシュパットシート(ロゴ入り)1枚につき

2023年

看板・企業広告バナー　1枚につき
￥200,000～
※素材・デザインにより異なります

紛失（探してもコースに見つか
らない場合後日請求します） ¥35,000

¥5,000

紛失（探してもコースに見つ
からない場合後日請求しま
す）

¥850

★信号機　　　

消耗品などの料金表　

クラッシュパッド　　1個につき

★電光掲示板　　

桶川スポーツランドを走行していただく際に、イベント参加者が施設の一部を破損、汚損した場合に以上の料金がかかりま
す。いかなる場合もイベントの主催者に請求しますので、参加者にはミーティング等で料金の説明などをしておいて下さい。

コース路面損害に関して
オイル、ガソリンなどによる路面汚損、車両炎上

コンクリートウォール　　1枚につき※工事費込 などによる路面汚損には別途料金が発生します。

外灯　　1本につき※工事費込
補修料は内容に応じて別途請求致します。専門業者を手配することもありま
す。また翌日の営業に来す場合はその分のコース占有料金が発生します。
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