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MFJ カップ選手権
インター、ナショナル JP250 クラス

各位
一般財団法人

日本モーターサイクルスポーツ協会

JP250 クラスワンメイクタイヤの案内
2021 年 MFJ カップ選手権

インターおよびナショナル JP250 クラスは、住友ゴム工業株式会社 ダンロップタイ

ヤのワンメイクタイヤ制度となります。
競技会参加の皆様は、大会エントリー時に指定されたタイヤを特別価格で購入することができます。
ワンメイクタイヤ制度に伴い、ダンロップ指定表示（マシンへのステッカー貼り付け、キャップの着帽）等、参加
者の皆さんに対し、遵守事項が義務づけられます。
MFJ カップ選手権へ参加にあたり、以下の内容をご確認いただき、大会エントリーと合わせて「タイヤ購入注文書」
を添えて申込みください。

< JP250 ワンメイク指定タイヤ >
ドライタイヤ
銘柄

用途

商品名

サイズ

ダンロップ

フロント

DUNLOP SPORTMAX α–13SP

110/70R17M/C 54H

ダンロップ

リ

DUNLOP SPORTMAX α–13SP

140/70R17M/C 66H
150/60R17M/C 66H

商品名

サイズ

ア

ウエットタイヤ
銘柄

用途

ダンロップ

フロント

DUNLOP RACING KR189（WA）

110/70R17

ダンロップ

リ

DUNLOP RACING KR389（WA）

140/65R17

ア

刻印：ウエットタイヤのサイドウォールに「NOT FOR HIGHWAY SERVICE」
または、「NOT FOR HIGHWAY USE」（一般公道走行不可）記載のあるもの。
※使用できるタイヤは、下記表に示される各ホイール適合したサイズに合致したものに限定される。
ホイールサイズ

適合タイヤ（M/C）

17 × 3.50

140/70R17

17 × 4.00

140/70R17

150/60R17

< ドライタイヤの購入・申し込み方法 >
・当該大会にエントリーしている者のみ特別販売価格にて購入できます。
・希望者は、大会エントリー期間中に大会参加料と合わせてタイヤの購入注文書とタイヤ代金を添
えて、大会主催者に申し込みを行ってください。
・タイヤ代金の支払いは、大会主催者の指定の支払方法に従ってください。（現金書留、銀行振込、
WEBエントリー方法等）

※振込み手数料は各自ご負担ください。

・ご購入いただけるタイヤは、ドライタイヤ前後タイヤのセット販売のみとなります。
・注文書にはリアタイヤのサイズを指定してください。
・購入したタイヤは、大会の前日または当日の朝に引き渡しが行われます。引き渡し時間は、主催
者の指示に従ってください。
・エントリー時にタイヤを購入しない場合は、上記のタイヤを各自の責任で用意しなければならない。

JP250 DUNLOP OFFICIAL TYRE SUPPLIER

< ドライタイヤの特別販売価格 >
ドライタイヤ

１セット

22,600 円（消費税込み）

タイヤ販売は、ドライタイヤ前後タイヤの１セット販売のみとします
< ウエットタイヤについて >
・ウエットタイヤの特別販売価格の設定はありません。
・参加者は、ウェットタイヤ最低１セットを自身で用意することが義務付けられます。
< ダンロップ賞について >
住友ゴム工業株式会社より、JP250クラス（インター、ナショナルクラス）の各レース優勝者に
「SPORTMAX α–13SP」フロント、リアタイヤ1セットが贈呈されます。
< 大会参加にあたり遵守事項 >
ダンロップ指定表示
・参加者は、MFJ および大会主催者に「ダンロップ広告」スペースを提供しなければなりません。
・
「ダンロップ広告」の範囲は図 1 のとおりとし、指定表示物（ステッカー）は大会期間中に主催者
より配布され、位置および角度への貼付が義務付けられる。
その指定位置左右に十分な間隔を空けてなければならない。
・車両の広告スペース
下記の位置に貼り付けなければならない。
車両

ステッカー位置

ロゴタイプ※

①フェアリング（左右各 1 カ所）
②フロントフォーク（左右各 1 カ所）
③スイングアーム（左右各 1 カ所）
①、②、③のいずれか。

サイズ（横×縦）
17cm × 3.4cm

※ロゴタイプのステッカーの実物はカラーのものとなります。

図1

・上記、図1のスペース以外の場所およびヘルメット・レーシングスーツ等、参加者の装具を含
め、参加者自身の特定の広告を貼付できるが、MFJおよび大会主催事務局によって拒否される場
合があることを予め承知していなければならない。

・拒否されるケース

他のタイヤマニファクチャラー名、他のタイヤマニファクチャラーの商品名

および公序良俗に反するもの、社会通念上奇異に感じられる名称など。※参加者の装具への貼付
を含む。

・公式行事
公式行事（表彰式、公式記者会見等）への出席、ならびに出席時のダンロップキャップの着用が
義務付けられる。その場合は、他のキャップを被ることはできない。
公式行事とは、以下を言う。
₁．ライダー写真撮影（個別、集合写真）
₂．公式記者会見（大会前、予選後、決勝後）および付随するインタビュー
₃．表彰式

2021 MFJ カップ選手権 JP250 クラス タイヤ購入注文書
＜ 購入方法とタイヤの受け取り ＞
１

タイヤの注文は、このタイヤ購入注文書をもれなく記入し、タイヤ代金および、参加競技会の出場申込
書（ 1 大会用）、エントリー料とともに申し込みください。
申し込期間は、各大会のエントリーと同一日程になります。
※タイヤ代金の支払いは、大会主催者の指定の支払方法に従ってください。
（現金書留、WEB エントリー等）

２

大会主催者より選手受付時に「タイヤ引換券」が配布されます。

３

注文されたタイヤの受け取りは、大会期間中の指定された場所、時間に「タイヤ引換券」と引き換えに
タイヤを受け取りください。引換券なしでは、タイヤの受渡しはできません。

４

タイヤの組み替えは、ダンロップのタイヤサービスにタイヤ、ホイールを持ち込みください。

＜ 申し込み先 ＞
大会日

大会名

申し込み先

申し込み締切日

4月3日

第１戦 ツインリンクもてぎ

〒321-3597

栃木県芳賀郡茂木町桧山120－1

2月23日～3月4日

5月22日

第２戦 SUGOスポーツクラブ

〒989-1301

宮城県柴田郡村田町菅生町6－1

4月13日～4月22日

第３戦 日本オートスポーツセンター 〒304-0824

茨城県下妻市村岡乙159

5月11日～5月20日

9月4日

第４戦 岡山国際サーキット

〒701-2612

岡山県美作市滝宮1210

7月27日～8月5日

9月18日

第５戦 オートポリス

〒877-0312 大分県日田市上津江町上野田1112－8

8月10日～8月19日

11月6日

第６戦 鈴鹿サーキット

〒510-0295 三重県鈴鹿市稲生町7992 鈴鹿SMSC事務局

9月28日～10月7日

6月19日～20日

申し込み日

タイヤ注文書
選手権名

MFJ カップ選手権

MFJ ライセンス№

第

戦

大会

－

年

開催日

月
月

日
日

ゼッケン

フリガナ

e-mail
電話連絡先

ライダー氏名

住

2021

携帯電話

所

注文内容

DUNLOP SPORTMAX α–13SP 前後 1 セット
本体価格 20,545 円

リアタイヤサイズ
該当欄に○記入

140/70R17M/C 66H
150/60R17M/C 66H

タイヤ代金

1 セット

22,600 円（税込）

2 セット（筑波のみ）

45,199 円（税込）

フロント
サイズ

110/70R17M/C 54H

タイヤの引き換えは、公式通知で指定された時間、場所にて必ず受け取りを行ってください。
大会エントリー後の欠席は、タイヤ代の返金にあたり、事務手数料 2,000 円を差し引かれ返金される。

主催者記入欄

入金金額

円

担当

JP250 DUNLOP OFFICIAL TYRE SUPPLIER

備考

