
N-ONE OWNERʼ S CUP の舞台となる各サーキットでは、 ⼀部を除き、 N-ONE OWNERʼ S CUP レース参戦⾞両も参加できる 『スポーツ⾛⾏』 を随時開催しております。
『スポーツ⾛⾏』 に関する開催⽇程の確認やお申込みにつきましては、 各サーキットへ直接お問い合わせください。

サーキット名 ⾛⾏可能枠 ⾛⾏資格

⼗勝スピードウェイ ( クラブマンコース）

会員取得資格 ⼊会⾦（税込）※1 ⾛⾏料（税込）※2 各サーキット公式ホームページ

当該運転免許証
上記＋JAF 国内 A ライセンス以上

上記＋JAF 国内 A ライセンス以上
当該運転免許証

⼗勝サーキットライセンス会員

ビジター

4N
4N / 4R
4N
4N / 4R

￥14,000

-

25 分　￥4,400

25 分　￥6,000

4C
4C /4R

4C /4R
4C

4R

スポーツランド SUGO

SSCM 会員

ビジター

ビジター ※4,※5

当該運転免許証

当該運転免許証
上記＋JAF 国内 A ライセンス以上

上記＋JAF 国内 A ライセンス以上
当該運転免許証、 ⼜は JAF 国内 A ライセンス以上

￥18,800
￥36,400
-
-
-

25 分　￥4,900 ※3

25 分　￥9,800 ※3

25 分　￥6,000 ※3
モビリティリゾート もてぎ 設定なし

ファミリー限定ライセンス会員
筑波ライセンス会員

筑波サーキット（コース 2000）
Y

T 筑波ライセンス会員
当該運転免許証

\18,650 ※6
\27,650 ※6

\27,650 ※6

平⽇
⼟ ・ ⽇ ・ 祝
平⽇
⼟ ・ ⽇ ・ 祝

20 分　￥3,400
20 分　￥4,000
25 分　￥3,900
25 分　￥4,500
20 分　￥4,600
30 分　￥6,800
40 分　￥9,000

50 分　￥11,100
20 分　￥5,100
30 分　￥7,300
40 分　￥9,500

50 分　￥11,600

平⽇

⼟ ・ ⽇ ・ 祝

￥43,500当該運転免許証
NS-4 ※7
T-4

FISCO ライセンス会員富⼠スピードウェイ

鈴⿅サーキット N-ONE
SMSC N-ONE 限定ライセンス会員 ※8
SMSC 四輪会員
SMSC チャレンジクラブ会員

当該運転免許証
\30,000 ※9

\70,000
\60,000

30 分　\6,600 ※10

岡⼭国際サーキット

4V
4V / 4S

平⽇
⼟ ・ ⽇ ・ 祝

30 分　\6,160
30 分　\6,600
30 分　\7,260
30 分　\7,700

オートポリス

4S

4TN-B
4TN
4ALL

オートポリスライセンス会員

ビジター ※4,※13,※14

ビジター ※4,※12

4V クラブ会員
OIRC 会員 当該運転免許証

\22,000 ※11
\44,000 ※11

-

-

\33,000 ※15
30 分　\4,600
30 分　\5,600

30 分　\5,700
30 分　\6,700

当該運転免許証、 ⼜は JAF 国内 A ライセンス以上

平⽇
⼟ ・ ⽇ ・ 祝
平⽇
⼟ ・ ⽇ ・ 祝

平⽇
⼟ ・ ⽇ ・ 祝

※1　　⼊会⾦は新規⼊会時にかかる費⽤です。 ⼊会⾦には年会費等が含まれています。 　また、 ⼊会⾦は各サーキットによって変動する場合があります。 最新情報は各サーキット公式ホームページをご確認ください。
※2　　⾛⾏料は各サーキットによって変動する場合があります。 最新情報は各サーキット公式ホームページをご確認ください。
※3　　1 回⽬の⾛⾏券ご購⼊時に施設利⽤料として別途 \1,200（税込）/1 ⽇が必要になります。
※4　　スポーツランド SUGO（SSCM 会員）、 岡⼭国際サーキット（OIRC 会員）、 オートポリス（オートポリスライセンス会員）はコースライセンス料の共有化に伴い、 いずれかのライセンスを所有していれば、 どこのサーキットでも 1 ⾛⾏枠あたり、 会員価格＋￥1,100（税込）で⾛⾏ができます。
※5　　岡⼭国際サーキット（OIRC 会員）、 オートポリス（オートポリスライセンス会員）、 いずれかのサーキットライセンス保持者。
※6　　⼊会⾦に含まれる年会費は⼊会時期により異なります。 また、 年齢区分により費⽤に含まれる保険料が異なります。
※7　　夜間⾛⾏枠あり。 詳細はサーキットへお問い合わせください。
※8　　新規⼊会の受付は⾏っておりません。
※9　　新規⼊会を受付ていないため、 ⼊会⾦欄に既存会員の更新料（年会費＋共済会費）を記載しています。
※10　2023 年 3 ⽉ 1 ⽇以降は \8,000（税込）に変更になります。
※11　⼊会には⼥性割引、 未成年割引があります。 また、 ⼊会⾦は⼊会時期により異なります。 詳細はサーキットにお問い合わせください。
※12　スポーツランド SUGO（SSCM 会員）、 オートポリス（オートポリスライセンス会員）、 いずれかのサーキットライセンス保持者のみ⾛⾏可能です。
※13　スポーツランド SUGO（SSCM 会員）、 岡⼭国際サーキット（OIRC 会員）、 いずれかのサーキットライセンス保持者のみ⾛⾏可能です。
※14　⾛⾏当⽇に講習（無料）を受講して頂く必要があります。
※15　⼊会には学⽣割引があります。 また、 ⼊会⾦は⼊会時期により異なります。 詳細はサーキットにお問い合わせください。 2023 年 1 ⽉ 13 ⽇現在情報

http://tokachi.msf.ne.jp/sports-ran.php
https://www.tsukuba-circuit.jp/licence/car.html
https://www.sportsland-sugo.co.jp/race/2023/
https://www.fsw.tv/driving/howto/sports.html
https://autopolis.jp/ap/member/sports-run/
https://www.suzukacircuit.jp/smsc/
http://www.okayama-international-circuit.jp/hashiru/sports/index.html



