先行予約

２０１７
AAA レーシングアカデミー 開講
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受付中

レーシングアカデミーとは、

カートレースは全国各地、九州でも開催され、多くの子供達、大人がカートレースを楽しんでいます。

カートレースは若いドライバーが多くのレース経験を積むには金銭的にも、安全性についても最適なカテゴリーです。

RACING

ですが、カートレースをご存知でない方には敷居が高く気軽に参加しにくいイメージを持たれることがあります。カートの購入や維持費など金銭的な問題もあります。
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そこで、カート体験教室などの参加者を対象に本格的なカートレースに参加するためのトレーニングを行えるレーシングアカデミーを開講いたします。
アカデミーの中ではカートの走行実技、座学、レースのルール、マナーを学べます。
期間の中で最大３回のレースに参加。実践を交えながら学べます。

参加資格：

7 歳〜12 歳（小学２年生〜６年生）で キッズカートなどで安全にサーキット走行ができる者。
開催期間：

①前期 5 月〜9 月 , ②後期 10 月〜2 月
開催場所：

エーワンサーキット（福岡県）
開催日：

月 1~2 回＋レース 3 回
卒業後は、、、
レーシングチームに加入してレースに参加。もしくは、最長２期までレーシングアカデミーに参加できます。
卒業生がカートを購入する場合は優待制度あり。

Pran①
参加費用（仮）：

アカデミー受講料

Pran②

レンタル料金（仮）：

レースウィーク（土日） 80,000 円（税別）

60,000 円（税別）（５回） ※一括の場合は 280,000 円 ( 税別 )

レンタルパッケージ

Pran③

レンタル料金（仮）：

入会金 45,000 円（税別）※スポーツ安全保険加入金を含む
月謝

レースレンタルパッケージ

半日 20,000 円（税別）/ 一日 25,000 円（税別）

パッケージの内容：

パッケージの内容：

開催日：

・車両（FK Kart mini）＋エンジン (Rotax Micro MAX)

・車両（FK Kart mini）＋エンジン (Rotax Micro MAX)

練習走行（月 1~2 回）＋ レース 3 回

・練習用 used タイヤ + レース用 new タイヤ C2

・練習用 used タイヤ ※レインタイヤは別途料金

参加費用に含まれるもの：

※タイヤはレース終了後に回収 ※レインタイヤは別途料金

・ケミカル ・工具 1 式 ・ガソリン

マシンレンタル、エンジンレンタル、講習料、

・ケミカル ・工具 1 式 ・ガソリン

レース参戦時のドライタイヤ 3set レインタイヤ 1set( 内容は変更される場合あり )
別途必要なもの：

別途必要なもの：

別途必要なもの：

その他必要な費用：

その他必要な費用：

その他必要な費用：

クラッシュでマシンを破損させた場合は修理代

クラッシュでマシンを破損させた場合は修理代

クラッシュでマシンを破損させた場合は修理代

※サーキット走行料 3500 円 , レースのエントリー代 6,000 円 / 回

※サーキット走行料 3500 円 , レースのエントリー代 6,000 円 / 回

※サーキット走行料 3500 円 , レースのエントリー代 6,000 円 / 回

※SL 安全保険もしくはスポーツ安全保険の加入が必要です。

※SL 安全保険もしくはスポーツ安全保険の加入が必要です。

ヘルメット、レーシングスーツ、グローブ、シューズ、リブプロテクター、ネックガード
サーキット走行料、レースのエントリー代、ガソリン代、

ヘルメット、レーシングスーツ、グローブ、シューズ、リブプロテクター、ネックガード
サーキット走行料、レースのエントリー代

ヘルメット、レーシングスーツ、グローブ、シューズ、リブプロテクター、ネックガード
サーキット走行料、レースのエントリー代

アカデミー使用マシン（予定）:

対象年齢 :

Formula K 950 Mini

7 歳〜12 歳（小学２年生〜６年生）、身長 120cm~160cm

Rotax Micro Max
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Q&A
Q: カートに乗ったことがないのだけど・・・
A: まずはカート教室もしくはレンタルカートでサーキット走行に挑戦してみてください。
Q: 誰でもレースに出れるの？
A: 練習走行の経験があればレースに参加できます。最初はイベントレースに挑戦、
上達したら本格的なレースに参加しましょう。
Q: レーシングカートって何キロぐらい出るの？
A: おおよそ、60~80 キロで走行します。
最初はドライバーの技量に合わせて最高速度を調整できます。
Q: レースに出る条件は？
A: 対象年齢でしたらレースに参加できます。本格的なレース参戦時にはライセンスの取得が必要です。
Q: 怪我が心配です。
A: もちろん、モータースポーツは危険が伴います。 そのため、参加者全員でルールやマナーを守って
安全に配慮をしながらレースに参加してください。※怪我をする事は稀ですが安全には十分に配慮してください。
※SL 安全保険やスポーツ安全保険の加入義務があります。

レースについて

A-one circuit Rotax Challenge

エーワンサーキットで開催される
ジュニアのイベントレースです。
年間 6 戦を予定。
レーシングアカデミーではこのレースに参戦します。

エントリー料金：6,000 円

RMC 九州シリーズ

九州各県で開催されるレースです。
レーシングチームのメンバーで参戦します。
レースパッケージでも参戦できます。
※要 SL ライセンス

エントリー料金 :12,000 円
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レーシングチームについて
年齢層は 5 才から大人まで、カート教室やレーシングアカデミーの卒業生がレース活動を行ってい
ます。レースが始まれば、ライバルですがカートを降りればチームメイトで仲良く過ごしています。
AAA motor sports（トリプルエーモータースポーツ）
チーム入会金

10,000 円（新車・中古カート購入の場合は無料で加入いただけます。）

バイザーステッカー、ステッカー配布
別途、チームウエアの購入が可能
特典：走行指導・レースサポート ( 有償 )・コースサポートの特別価格・作業工賃の割引など

月謝

5,000 円 / 月 ( 税別 )

カートの種類について
キッズカート

対象年齢 :４才〜小学生 ( 身長 100cm~145cm)
本体価格（エンジン付きコンプリート）
270,000 円（税別）〜
※組立工賃、オプションは別途

ジュニアカート
対象年齢 : 小学生 (120cm~150cm)
本体価格
345,000 円（税別）〜
※エンジン、組立工賃、オプションは別途

レーシングカート

対象年齢 : 小学４年生 以上
本体価格

（レースカテゴリーにより異なります）

550,000 円（税別）〜
※エンジン、組立工賃、オプションは別途
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