中部モトクロス選手権シリーズ 参加ライダーのみなさまへ
ライダーの皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。また、平素はシリーズの発展と運営に
ご理解を賜り厚く御礼申し上げます。2017シリーズに引き続き、トランスポンダーシステム採用についてのご案内です。
2017年シリーズより、全戦においてMYLAPS（ﾏｲﾗｯﾌﾟｽ）のトランスポンダーを使用しての自動計時システムを導入し、
レース集計・リザルト発行を開始しました。国内外のロードレース・カーレースでは既に当たり前となっているMYLAPS。
近年、隣接する関東・東北選手権シリーズでも導入が進み、より公平で確実・迅速なレース運営を行えるということで既に
高い評価を得ております。実は、平昌オリンピックでも多くの競技で使用されております。
このﾏｲﾗｯﾌﾟｽのトランスポンダーは、レース集計をするためだけの単純な端末では無く、マイポンダー(自分専用のトラン
スポンダー)を所有することによって、平常の練習走行やマイラップスシステム採用大会なら中部戦以外でも、エンデューロ
含めどんなMX大会にも利用出来て、尚且つ自分自身のすべてのデータが専用マイページ上で保存閲覧可能となります。
練習走行時は即時ラップタイムを取得・保存・管理できるメリットもあるので、中部ライダーのレベルアップの為、中部4会場
でもご利用可能となります。詳しい内容は、次項をご覧頂くか、メーカー（MYLAPS Japan）にお問い合わせください。

2018年中部選手権大会開催予定
第1戦：3/18（いなべ）

第2戦：4/1 （美杉）

第3戦：5/5（コスモ）

第4戦：5/6(コスモ)

第5戦：5/20（美杉）

第6戦：6/24（いなべ）

第7戦：9/29（いなべ）

第8戦：9/30(美杉)

第９戦：10/14(トヨタ)

■ トランスポンダーはどうしたらいいの？？？
①レンタルで借りる （レース毎にトランスポンダーは変わります）
トランスポンダーは、レンタル品として 税込1,500 円／大会当日 で、ご用意いたします。
※ 釣銭の無いようにご協力下さい。これは保証金ではなく1日の貸出費用なので返金は致しません。
※ フロントフォークに取り付けるホルダーとタイラップが必要となります。本体と一緒にホルダーを貸し出しますので、持ち帰りの
無いように本体と一式でご返却下さい。
※ 万が一、紛失されたり故意に破損された場合には、弁済金として30,000 円を申し受けます。
※ レンタルでの参加の場合、大会のリザルトは残りますが個人のデータの蓄積にはなりません。

②自分のトランスポンダー(マイポンダー)を購入する
※昨年のエントリー用紙から、トランスポンダーNo．を記入する欄が増えました。所有するライダーは、申し込みの際に必ず記入お
願いいたします。ライダー個人とお持ちのマイポンダーを紐付けし登録致します。
※マイポンダーは、ライセンスの有効化を事前に済ませ、レースデーには充電をした状態でマシンに装着して参加御願いします。

◆MYLAPS X2 MXマイポンダー (次項にて、メーカーからの商品案内をご参照ください。)
(初回購入時には、本体と付属品、初期ご利用ライセンス＊がセットとなります)＊MFJライセンスとは異なりますのでご注意下さい。
マイポンダー本体１年ライセンス付 9,500円

２年ライセンス付 13,362円

５年ライセンス付 23,175円

(税別)

（ご利用ライセンスの有効化をした日からそれぞれ１・2・5年間ご利用可能です。）

中部モトクロス選手権シリーズ主催者
いなべモータースポーツランド・オフロードランド美杉・コスモスポーツランド
メーカー問い合わせ： MYLAPS Japan 株式会社（03-6418-8209）

MYLAPS パーソナルトランスポンダーご案内
マイポンダーの主なメリット
レース時のみならず、通常の練習時にも使えて利便性がアップ！

レース時は・・・


マイポンダーでのエントリーなので、当然レンタル代がかかりません



マイポンダーなら万一の破損でも保険が付帯しており、更に製品保証も永続なので超安心なんです



どなたでも無料作成できる MYLAPS ユーザーアカウント上では、自動的に公式レース結果が保存さ
れ、ヒート毎の詳細なラップ情報や同じヒート内の他のライダーとの比較等も可能になります。さら
にラップチャートも閲覧可能でプリントレイアウトを選択すれば結果印刷もできます
（主催者がリザルトをウェブ公開する場合において）



レンタルのトランスポンダーで出場の場合には、自分のアカウント上にリザルトがシェアされません



Facebook や Twitter などのＳＮＳに連動した外部リンクもあるので、リザルトページからの投稿も
簡単。すぐに世界とシェアできます



スマホアプリ「SPEEDHIVE（スピードハイブ）
」
（無料）でモバイル版公式リザルトが閲覧可能です！
http://www.mylaps.com/jp/mobile-apps (アプリ版はイベントリザルトとライブタイミングを表示)



全国、世界中の MYLAPS システムでの採用大会にマイポンダーでエントリー可能になります！

練習時は・・・


国内外の常設オンラインコースでは、常時自動計測で、毎週のラップタイムをリアルタイムで表示



プラクティス専用ウェブページ https://speedhive.mylaps.com/ja/Practice から、いつでもどこでも



スマホ向けのモバイルディスプレーにも対応しているので、スマホでもネット経由でアクセス簡単



レース結果同様、自分のアカウントには全ての練習結果が保存でき、いつでも確認できます。オンラ
インコースなら自分のホームコース以外でも合宿や遠征先のコースの記録もアカウントに自動保存
されるんです！



ネット上に表示されるので、チームや家族でも別の場所からライブで走行データをチェックできる



公開を希望しない場合は、走行記録を非公開に設定してタイム表示しないことも可能です
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国内の主な採用イベント
•

ウイークエンドレーサーズ

•

エンデューロ九州エリア選手権＆ＸＣシリーズ

•

川西ルーキーズクロス

•

関東モトクロス選手権シリーズ（対象外あり）

•

九州モトクロス・エンデューロ選手権シリーズ

•

近畿モトクロス選手権シリーズ(一部のみ)

•

恋の浦エンデューロクロス

•

四国モトクロス選手権シリーズ・四国エンデューロ

•

全道モトクロス・エンデューロ選手権シリーズ(対象外あり)

•

中部モトクロス選手権シリーズ

•

鳥海モトクロスカップ

•

東北モトクロス選手権シリーズ

•

ＮＡＧＯオールスターモトクロス

•

Parks５チャンピオンシップ（モトクロスゲームズ）

•

FLEX サンデーエンデューロ

•

宮崎モトクロスチャンピオンシップ

•

ＬＵＣＡＳ ＣＵＰ ＧＰＫ／SMJ エンデューロ

•

2016/17 MFJ モトクロス全国大会

国内の常設導入オンラインコース施設 一覧

以下の国内施設でラップタイム等のデータを記録できる自動ラップタイ
ム計測システム導入しています

•

アソカンオフロードサーキット（熊本）

•

イマナゴクロスフィールド（沖縄）

•

いなべモータースポーツランド(三重)

•

ＨＳＲ九州

•

オフロードヴィレッジ（埼玉）

•

オフロードランド美杉（三重）

•

軽井沢モーターパーク（群馬）

•

川西モトクロス場（新潟）＊特定レース日とその前日のみ

•

グリーンパーク弘楽園（広島）

•

コスモスポーツランド（富山）

•

ＳＵＧＯインターナショナルモトクロスコース（宮城）

•

周東モータースポーツランド（山口）

•

鳥海モトクロスランド（秋田）

•

ビッグベアー（北海道）

•

藤沢スポーツランド(岩手)

•

Hobby オフロードコース(鹿児島)

•

宮崎セーフティパーク（宮崎）

•

ライダーパーク生駒（大阪）

エンデューロコース＆モトクロスコース（熊本）

※ご注意！上記施設の常設でのオンライン環境の有無
は、事前に施設側に御確認ください
※上記は、五十音順で表示
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「X2 モトクロスパーソナルトランスポンダー
無制限のメーカー保証*１
マイポンダー保険付き*２
1,2,5 年間の利用ライセンスを選択（更新可）
ライセンス期間毎のお支払
X2 Link 対応 市販データロガーデータ配信対応モデル（ダイレクトパワーのみ）

充電式、ダイレクトパワー式の選べる２タイプ
*1

有効なご利用ライセンス期間を有する間であれば、メーカー保証が永続します。

*2

有効なご利用ライセンス期間を有する間に、万一のアクシデント等での破損によりトランスポンダー
が通常の動作をしない場合には、新品にお取替え致します【3 年に 1 回を上限】

youtube.com にて、初期アクティベート（ライセンス有効化）操作方法を動画にて紹介しています！
「X2 ライセンス」で検索！

本体パッケージ
X2 マイポンダーパッケージ
商品パッケージ

＋

（税抜き）

本体

X2 MX パッケージ
(充電式）
X2 MX パッケージ
(ダイレクトパワー式）

初期ご利用期間
+

本体

+

本体

+

１年ライセンス付

２年ライセンス付

５年ライセンス付

¥9,500

¥13,362

¥23,175

¥13,900

¥18,564

¥29,458

例えば。。。
１年ライセンス付本体を購入して、１年後ライセンスが切れます。
さらに１年継続するには

→→ パソコンにつないで「更新ライセンス１年」を購入します。

更新後は、ライセンスの再アクティベート（有効化）が必要です。

ご利用更新ライセンスのみ（延長用）
更新ライセンス（オンライン更新／または、ライセンスカード）（税抜き）
商品

更新ライセンス

更新ライセンス

更新ライセンス

１年間

２年間

５年間

更新ライセンス(充電式）

¥5,500

¥9,282

¥18,643

更新ライセンス (ダイレクトパワー）

¥6,900

¥11,424

¥22,248

*こちらは 2017 年 4 月現在の料金となります。現在価格は 2018 年 3 月末まで有効です。
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中部モトクロス選手権シリーズ 参加ライダー様
MYLAPS パーソナルトランスポンダー（マイポンダー） 購入申込書
FAX 送信先 03-3499-8210（MYLAPS Japan 株式会社宛）
ご注文日時
X2 MX 充電式 パーソナルトランスポンダー

年

月

金額（税別）

X2 MX トランスポンダー本体 + 1 年ライセンス付

¥9,500

X2 MX トランスポンダー本体 + 2 年ライセンス付

¥13,362

X2 MX トランスポンダー本体 + 5 年ライセンス付

¥23,175

X2 MX ライセンス更新（サブスクリプション）カード 1年

¥5,500

X2 MX ライセンス更新（サブスクリプション）カード 2年

¥9,282

X2 MX ライセンス更新（サブスクリプション）カード 5年

¥18,643

日

数量

＊送料につきましては、一律\600 円(税別)とさせて頂きます。

【ご注文者様】
フリガナ

性

御氏名

男 ・ 女

別
-

電話番号
Email アドレス：

-

(日中の連絡先)

@
フリガナ

御住所

〒

-

＊ご注文確認書をメール：info.japan@mylaps.com よりお送りさせて頂きます。

【お支払い方法】
代金引換(佐川 e コレクト)のみとさせていただきます。また、別途代引き手数料（432 円）を申し受けます。
（クレジットカード決済をご希望のお客様は、弊社オンラインショップよりご注文をお願いいたします。）

https://speedhiveshop.mylaps.com/?lang=japanese
また、発送は 5 営業日以内とさせて頂きます。
特にご希望がある場合、弊社にファックスが到着後 5 営業日以降をご指定ください。
受け取り希望日時：

月

日（午前 ・ 12～14 ・ 16～18 ・ 18～21）

送付先が異なる場合下記にご記入ください。

送付先
ご住所

フリガナ

〒

-

代金引換以外の決済をご希望の方は、国内の MYLAPS システム常設コースまたは、ショップ等でもお買い求めいただけます。

ご注文に関するお問い合わせ先
MYLAPS Japan 株式会社 Email：info.japan@mylaps.com TEL：03-6418-8209（営業時間 10時～17 時）

弊社使用欄
受付日 SFDC NO. 受領ﾒｰﾙ 出荷日 SO NO.

DEBTOR NO. 領収日

