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Press Activities and Photography Information
取材・撮影ガイド
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For press coverage activities in 

Fuji Speedway

Trackside area where press coverage

 activities are allowed

Press coverage activities at trackside

 Photographers’ stand at the First Turn

 Camera Window

 Gate to the Service Road

 Places where photographing is prohibited

　  on the Service Road

 ・Openings to the Track

 ・Areas between the barrier and the debris fence

 ・Near the marshal post

Points of Attension on the course side

Crossing the track

Red Zone

Pit Lane 

Photographers Briefing

Media Center

Attention

Contacts

タバード着用について
コースサイドでの取材は、タバード（ベスト）を貸与
された方に限られ、取材エリア以外での取材は出来
ません。必ずタバードの着用をお願いいたします。ベ
ルトにかけたり、カバンなどにかけたり、タバードの
上からリュックや雨具を着用はご遠慮下さい。必ずタ
バードの番号を見えるように着用して下さい。コース
サイドでの傘の使用は禁止です。
※タバードの種類により取材エリアが異なる場合があ
ります。詳細はメディア受付などでご確認下さい

タバードの返却
取材終了後（複数日程の取材の場合は最終日）、メディ
ア受付までご返却下さい。

メディアパスのみでの取材可能エリア
一般観戦エリア（指定席を除く）、パドック、ピット、
スターティンググリッドです。一般観戦エリアでの取
材活動は、お客様の観戦を妨げないようご配慮下さ
い。

取材中はオフィシャルの指示に従ってください
ご案内しているエリア、取材制限などとオフィシャル
との見解が異なる場合はオフィシャルの指示に従い、
お手数ですがその内容をメディスタッフへお知らせ下
さい。メディアスタッフがオフィシャルと調整させて
頂きます。

取材の服装について
コースサイドでの取材は長袖、長ズボン、帽子の着用
が推奨されます。サンダル禁止

喫煙について
コース内及び会場内は禁煙となっています。喫煙所で
の喫煙をお願いします。

Tabards
Press coverage activities at trackside are limited to media 
persons who are granted tabards (vests), and press activities 
are only allowed in the designated areas. Please be sure to 
wear your tabard at all times. Please refrain from tucking the 
tabard in your belt or tying it to your bag, and also refrain 
from wearing rainwear or backpacks over your tabard. Please 
make sure to wear the tabard in such a way that the tabard 
number is visible. It is prohibited to use umbrellas at trackside. 
*Areas where press coverage activities are allowed may be 
different depending on the type of tabard granted. Please 
make sure about the details of use at the Media desk.

Return of Tabards
Please return your tabard to the Media desk after having 
completed your coverage activities (on the last day of 
coverage if activities last more than one day).

Areas where coverage activities are allowed with only a 
Media pass
Coverage is allowed in the spectator stand areas (except 
for reserved seats), Paddock, Pit box, Starting grid. Please 
take care that your coverage activities do not disturb the 
spectators. 

Please follow the instructions given by the marshals during 
coverage activities
Should the opinion of the marshals be different from the 
instructions given about the areas or the restrictions of press 
coverage activities, please respect the instructions of the 
marshals and inform media staff of this. The Media staff will 
settle issues with the marshals. 

Clothing for media persons
It is recommended to wear long sleeved clothes, long trousers 
and a cap.

Smoking
Smoking is not allowed on the track or in other parts of the 
event venue. Please smoke only in the designated smoking 
area(s).

富士スピードウェイの取材について	 For press coverage activities in Fuji Speedway 目次　	 Contents
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Scrutineering

コースサイドへ入場の際は必ずタバードを着用ください。
カメラホール、カメラスタンド以外の場所での撮影は出来ません。
撮影エリアをお守りいただけない場合は取材を中止していただく場合もございますのでご注意下さい。
開催イベントによってはタバードに複数の種類があり、取材エリアが異なる場合があります。

Reminder
Please wear a tabard whenever you enter trackside areas. You may not photograph there except in the places where there are 
photo windows or a photographer stand. Please be reminded that you may be required to cease any press coverage activities, if 
you don’t abide by these rules about designated photo shooting areas. Areas where press coverage activities are allowed may be 
different depending on the type of tabard granted. Several types of tabards are given out depending on the event.

全長：	 4,563m
Langth　

最大直線長：	 1,475m
Langest	Stretch

直線数		 8（Longest	1,475m）
Straight　

コーナー数：	 16（Left：6、Right：10）
Corners

コース幅：	 15～25m
Width　

標高：	 545m～585m
Altitude

勾配（最大）	 8.88%(Incline)/
Maximum	 10.05%(Decline)
メインスタンド		 22,288	Seats
Main	Stand

第 1コーナースタンド		 2,200	Seats
1st	Corner	Stand

ピットビルA		 7m×22m×34Pit
Pit	Building	A

ピットビルB	 7m×11m×11Pit
Pit	Building	B

S1=1,155m

S2=1,507m

S3=1,901m

レーシングコース取材エリア	 Trackside area where press coverage activities are allowed

Pit Bulding-A　 

③

②①
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⑦

④⑧

⑨⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮ ⑰

⑯

①	〜	⑰

L-1〜L-34
R-1〜R-29

=	サービスロード入場扉
　Service Road Gate

=	カメラウィンドウ
　Camera Window

=	フォトグラファースタンド
　Photo Tower

=	徒歩ルート
　Photographers' Walks Route

=	観客ルート
　Spectators' Walks Route

＝	サービスロード開口部
　	Track Gate

＝	ポスト
　	Marshal Post

＝	レッドゾーン
　	Red Zone
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第1コーナー ･フォトグラファースタンド（アウト側）
フォトグラファースタンド（２ヶ所）は自由に使用出来ますが、レースイベントの決勝スタート時などに制限を設ける場
合があります。メディアセンター、メディア受付にて御確認下さい。

1st coner･Photographer Stand
Photographer stands (two points) at the First Turn (outside) may be used freely except for several race events in which there may be 
some restrictions at the start of the race. Please inquire at the Media Center or Media desk about restrictions. 

コースサイド取材エリア	 Trackside area where press coverage activities are allowed

レーシングコース開口部	
L-1～ L-34、R-1～ R-29	はレーシングコース開口は
緊急時に使用し、撮影禁止です。また、コースへ入って
の撮影も禁止です。

Openings to the Track
Openings to the Track L-1 to L-34 and R-1 to R-29 will be used 
in cases of emergency only.Photo shooting at the openings to 
the Track  is prohibited.

ガードレールとデブリフェンスの間
ガードレールとデブリフェンスの間は大変危険です。
撮影禁止です。
Areas between the barrier and the debris fence
The areas between the barrier and the debris fence are very 
dangerous。Photo shooting at Areas between the barrier and 
the debris fence is prohibited.

ポスト
ポストでの撮影は禁止です。

Marshal post
Photo shooting at the marshal post is prohibited.

サービスロード内の撮影禁止箇所
Places where photographing is prohibited on the Service Road

立入禁止

立入禁止

立入禁止

カメラウインドウ（サービスロード）
サービスロードフェンスに約90箇所設置されています。譲り合ってご使用下さい。レース時の三脚の使用は禁止です。

Photo Windows at the Service Road
No priority of taking/filming from Photographers' window (Total approximately 90 points ）of the fence in the both sides of the 
racing track.

サービスロード入場扉
オフィシャル、メディア専用です。ご利用時は、ダイヤル錠(	番号	１１１１	)	を開錠し、入場後は必ず施錠をお願いします。

Entrance gate to the Service Road
This entrance is reserved for only the marshals and media persons. ※ Please unlock No "1111" and please lock after you enter.
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インターバル時のコース横断	 The course crossing in the interval, between races.

レーシングコース走行時間帯の間（インターバル）と終了時のコース横断は以下の点を遵守して下さい。
①コース横断は、必ずポストのある開口部、またはポスト最寄の反対側開口部のから横断して下さい。
②横断する際は、事前にポストオフィシャルに確認し、その指示に従って下さい。
③横断先は、最寄の反対側開口部となります。（最寄以外の開口部への横断禁止）
④赤旗中は横断禁止（赤旗はインターバルではなく競技中断です横断は出来ません）
⑤スポーツ走行などポストにオフィシャルがいない場合は横断できません。

Please obey the following instructions regarding the course crossing in the interval, between races.
① Please go aross the racing track from the aperture near the post or on another side of the course.
② Before crossing, please confirm to the post officials and obey their instruction.
③ Please go to the nearest aperture on another side of the racing course (Disallowed to go to the other apertures)
④ It is prohibited to cross the track while the red flag is shown. 
⑤ Crossing the track is not permitted when there is no marshal in a post, for example during a SPORTS DRIVING & RIDING session. 

レッドゾーン	 Red Zone

メディカルセンター・ヘリポート	 MedicalCenter･Heliportコントロールタワー	 ControlTower

車検場	 Scrutineering ブリーフィング (レース開催時）	 Briefing

表彰台 (レース開催時）	 Podium

ポスト/Post

開口部
Track	Gate

開口部
Track	Gate

ポスト/Post

開口部
Track	Gate

開口部
Track	Gate

サービスロード上でのご留意事項	 Points of Attension on the course side

レース大会期間中などはコントロールタワー、車検場、メディカルセンター /ヘリポートなどはレッドゾーン（立入禁
止区域）となります。追加変更になるときはメディアセンター受付に告知されます。

During the race event, the Control Tower, the Scrutineering area and the Medical Center Heliport will be classified as places where 
press coverage activities are prohibited (Red Zone). There will be notices at the Media desk of any changes in or additions to the Red 
zone. 

サービスロードでは以下の点にご留意下さい。
①事故発生時は緊急車両の通行を優先しますので、通行の支障とならないよう道路脇で待機下さい。
②フォトグラファーバスの通行時にも十分ご注意下さい。
③第１コーナーの仮設トイレ以外は、オフィシャル専用となりますのでご了承下さい。
④サービスロードは全面禁煙です。喫煙は指定された場所にてお願いいたします。

Please pay attension to the following points on the course side
① As we will give priority to the emergency vehicle in the case of the occurrence of the accident, 
　 please stay atthe side of the service load not to be a bottleneck.
② Please pay attention to the passing of the phographer bus fully.
③ Please understand that toilets except for 1st corner are exclusive used for officials.
④ As there is no ashtray, please prepare a portable ashtray.(No littering)



10 11

ピットレーン､ ピット作業エリア	 Pit Lane and  Pit Lane Operation Area メディアセンター	 Media Center

レース大会期間中など競技車両走行時間帯の制限
ピットレーン（作業エリア・ファーストピットレーン・プラットフォーム）への立ち入りは、安全上の理由から禁止となります。
（特別に許可される場合は別途メディア受付にて告知いたします）
特に危険な場所であるピットレーンにて許可なく撮影をした場合その後の取材は中止して頂き、撮影された素材の使
用は禁止となりますのでご注意下さい。
※ピットレーンで映像取材 (動画 ) の撮影は禁止です。(オフィシャル映像などを除く）
※ピットレーンでの取材は原則難燃製の長袖、長ズボン、帽子をご着用をお願いいたします。サンダルは禁止。
※競技車両の走行時間帯は各セッション開始5分前から終了後全車ピットイン停車するまで、またはコース退出まで。
※ピット内での取材は占有されているピット内での撮影はピット占有者の了承を得て下さい。

Restriction when competition cars are running on the track during a race event 
For safety reasons, access the pit lane (working area - fast pit lane - platform) is prohibited (There will be notices posted 
separately at the Media desk if access is specifically authorized.)
Any photographer found photographing without authorization on the pit lane, which is a particularly dangerous place, will be 
required to cease any subsequent press coverage activities and they will not be allowed to use any photos, etc., they have taken.
*Filming is forbidden on pit lane (except for officially authorized footage).
*On pit lane, please wear as a general rule, long sleeves, full-length pants and a cap made of flameproof material.
*Period of time when competition cars are running on the track.From five minutes before the start of each session until when all 
cars stop at their pit or have pulled off the track after the end of the session.
*Press coverage activities in the pit box 
Please ask for permission from the occupant of the pit before shooting pictures there.

注意事項	 Attention

場所	 ピットビルA棟2F	に位置します。
無線 LAN(Wi-fi)	 ID パスワードはメディア受付に告知されます。
開設	 レース大会、イベント開催時などに開設します。
	 レース大会期間中メディアセンターの利用は報道機関の方に限られます。メディア来場者が

多い場合はデスクカードを配布いたします。テーブルに貼付のうえご使用ください。
昼食の提供	 提供のある場合は報道機関の方に提供いたします。デスクカードのランチチケットと引替え

にてお受け取りください。（レース大会期間中、土日提供）

Location: Located on the 2nd floor of Pit building A. 
Wireless LAN (Wi-Fi):  ID and password will be posted at the Media desk.  
Provided:  On the occasion of the race event or entertainment program. During the race event, the Media center is 

only at the disposal of news media. When there are many Media persons, desk cards will be distributed. 
Please stick it on your desk. 

Lunch service: Lunch may be served to the Media persons when service is available. Please use the lunch ticket 
attached to your desk card to get the lunch (available on Saturday and Sunday during the race event).

連絡先	 Contacts	

動画の撮影
動画の撮影は事前に申請が必要です。申請のない動画の撮影及び使用は映像権利所有者より違約金の請求がありま
すので、ご注意下さい。映像機材はビデオカメラ、デジタルカメラ、携帯電話を問わず申請が必要になります。

All Media working trackside or in the pit lane must wear a tabard . Tabards MUST be worn.  DO NOT tuck them in your belt or keep 
them in your bag.Tabard Numbers MUST be visible at all times. All Media working trackside or in the pit lane must wear a tabard . 

各レースでのパークフェルメ、表彰式の撮影、コースサイドの撮影箇所などについては別紙連絡事項、撮影エリアに
て御確認下さい。

Tabards MUST be worn.  DO NOT tuck them in your belt or keep them in your bag.Tabard Numbers MUST be visible at all times. 

富士スピードウェイ株式会社　Fuji International Speedway Co.,Ltd.

東京営業所	 本社・コース
〒102-0074　東京都千代田区九段南2-3-18	 〒410-1307		静岡県駿東郡小山町中日向694	
2-3-18 Kudanminami Chiyoda-ku Tokyo-to 102-0074 JAPAN 694 Nakahinata Oyama-Cho Sunto-Gun Shizuoka-Ken 410-1307 JAPAN
TEL03-3556-8511 TEL.0550-78-1234

コース / Racing Track

プラットフォーム / Platform

ファストピットレーン / Fast Pit Lane

ピット作業エリア / Pit Lane Operation Area

ピットボックス / Pit Box

カメラマンミーティング(レース大会期間中）	 Photographers Briefing

レース大会によっては開催期間中にカメラマンミーティングが開催されます。すべてのカメラマン、フォトグラファーの
方はミーティングに必ず参加してください。参加されない場合、ご取材を中止して頂く場合がありますのでご注意下さ
い。詳細はメディア受付にて告知いたします。

There will be a photographers briefing during the event for some races. All photographers and TV camera crews must attend. If you 
don’t attend the briefing you may be required to stop your press coverage activities. Detailed notices will be posted at the Media 
desk.
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2010 年 2 月 1 日制定
2013 年 2 月 1 日改訂
2014 年 4 月 1 日改訂
2015 年 4 月 1 日改訂
2016 年 4 月 1 日改訂
2017 年 4 月 1 日改訂

第１条（総則）
（１）本取材規定は、富士スピードウェイが主催するレース、イ

ベントの取材活動を行う全ての申請者に適用され、取材申請者は、
本規定を遵守しなければならない。

（２）富士スピードウェイの取材にあたっては、「年間メディアパス」
（1 年間の有効期限）または「暫定メディアパス」（一定期日有効）

の発行を受けなければならない。発行されたパスは本人のみ有
効で、他人に譲渡、貸与してはならない。

（３）取材にあたっては、取材者及び取材媒体または取材を依頼
した媒体・所属団体の責任においてコースの施設、器材及び、
車輌等に損害を与えた場合は、その損害について弁償、また肖像・
意匠・商標等第１２条（３）を侵害した場合は、その損害に対
し賠償しなければならない。

（４）取材者は取材にあたって、モータースポーツに関する取材
が危険を伴うものであることを認識し、一事故に遭遇した場合は
取材活動を続けず、防御態勢をとり、取材活動を継続してはなら
ない。

（５）取材者は、取材中に万一事故に遭遇し死亡、負傷、その他
の被害を受けた場合、故意または重大な過失がないかぎり、そ
の原因に係わらず、主催者、コース管理者、運営者、競技参加
者などにはその責任がないことを了承し、損害の補償を要求しな
いものとする。

（６）富士スピードウェイ内の取材における取材結果や映像、写真、
音声などの権利は、新聞、雑誌、ラジオ、テレビなど公的報道目
的以外の使用を除き、富士スピードウェイ株式会社または、当該
レースプロモーター・統括団体に帰属し、無断使用を禁止します。
これらを使用する場合は、権利保持者に許可を受けなければな
らない。

（７）取材者は、取材の掲載実績の掲載紙誌（現物または PDF）、
放送録画ディスク、WEB の場合掲載 URL 等を郵送またはメール
にて速やかに広報事務局に提出しなければならない。掲載実績
の提出が無い場合、メディアパスの返却を求める場合や、以降の
メディアパスの発行を行わない場合がある。

第２条（取材承認基準）
原則、「スポーツ報道」を目的とする媒体（テレビ・ラジオのニュー
ス番組、一般的な販売場所で容易に購入可能な　　　新聞・雑
誌、法人が開設する報道を目的としたＷＥＢサイト）に属する者・
媒体より取材の依頼がされた者に対してかつ１８歳以上の者に取
材を承認する。
①日本モータースポーツ記者会（JMS）に所属するジャーナリ
ストおよび日本レース写真家協会 (JRPA) に所属するフォトグラ
ファー。運動記者クラブに所属する記者および写真記者協会に所
属するフォトグラファー。富士スピードウェイが認めた団体に所属
するジャーナリスト、フォトグラファー。
②日本自動車連盟（JAF）発行（該当年度に限る）のＪＡＦメディ

アパス所持者。
③一般的な販売場所で容易に購入可能な新聞・雑誌の社員また
は専属の記者およびフォトグラファー。またはそれら媒体より依頼
されたジャーナリストおよびフォトグラファー。④テレビ（報道番
組）の記者及びカメラクルー、またはそれら媒体より依頼された
記者およびカメラクルー。ラジオ（報道番組）の記者、またはそ
れら媒体より依頼された記者。
⑤報道機関が発行する新聞、スポーツニュース協会加盟社および
ニュース番組で、それを補完するためのホームページの編集者・
ジャーナリスト・スタッフ。（但し、無料情報提供に限る）
⑥法人が開設するインターネット上のニュースまたは情報系サイ
ト制作会社の編集者・ジャーナリスト・スタッフ。（但し、無料情
報提供に限る）
⑦有料会員制ホームページ（携帯サイトを含む）、ブログ、ソーシャ
ルメディアは報道媒体としては認めない。
※上記以外の媒体は別途事務局にて検討し判断する。

第３条（報道以外の取材承認基準）
テレビ（報道以外）、インターネットサイト（報道以外）、映像、
レースクイーン、広告、社内報、映像 / 音声データの販売、販売
促進など、報道目的以外の取材者に対し、事務局で取材を認め、 
ADVERTISING PASS（ＡＤパス）を発行する場合がある。取材内容、
使用目的により、権利金、入場管理料など所定の条件が発生する。
報道媒体として年間メディアパスを所持しているものでも、報道
媒体での使用以外の映像、レースクイーン、広告、社内報、映
像 / 音声データの販売、販売促進などの取材を併せて行う場合に
ついては、事前に事務局に報告、許可を得るものとする。ＡＤパ
ス所持者は取材活動範囲、メディアサービスなど、メディアパス
所持者とは異なる場合がある。

第４条（メディアパス）
本メディアパスは、富士スピードウェイが主催するレース、イベン
トにおいて発行する。他社・団体の主催イベント、レースにおい
ては他社の規定に準ずる。

（１）年間メディアパス
①年間メディアパスの発行対象者は全国紙・誌もしくは閲覧数が
全国紙・誌の発行部数に相当する WEB 媒体に属する者、または
その媒体より事務局にパス発給の依頼がされた者。（テレビ、Ｗ
ＥＢ動画掲載配信等動画媒体は対象外）または事務局が特別に
許可した者
②年間メディアパスは取材エリア、取材目的別に５種類に分類し、
過去 1 年以上の取材実績・掲載が継続的にあるものに対し審査
し発行する。（申請時に掲載実績の提出が必要。）
③年間メディアパスの有効期限は毎年 4 月１日～翌年 3 月末日ま
での１年間とする。
④申請は毎年 2 月末日頃を締切とし、事務局が審査して発行する。
⑤年間メディアパス申請者は申請時に取材登録料を納めて取材登
録をしなければならない。

（詳細は、第６条「取材登録料」（１）項目を参照。）
⑥年間メディアパスを更新申請する場合は前年度の取材実績・掲
載（記事１／４ページ以上）がそれぞれ３回以上有り、事務局
にその実績を提出しなければならない。

（２）暫定メディアパス
①暫定メディアパスは取材エリア、取材目的別に４種類に分類し、

過去の取材実績等を勘案し発行する。
②暫定メディアパスの有効期限はイベント期間中とする。
③申請期間は各イベントとも原則２０日前（２０日前が休日の場
合次の平日）からイベント週の月曜日（月曜日が　　休日の場合、
前の週の平日）とし、事務局が審査して発行する。
④事前申請のみ取材申請を受付けるものとする。ただし、何ら
かの理由で所定の申請を行わなかった場合または突発的に取材
ニーズが出た場合には、媒体関係者の確認がとれた場合に限り、
例外的に現場で許可を与えることがある。
⑤暫定メディアパス申請者は、取材当日の受付時に取材登録料を
納め、取材登録しなければならない。

（詳細は、第６条「取材登録料」（２）項目を参照。）
⑥取材当日の受付時には、本人確認が可能な顔写真付きの証明
書（身分証明証書や記者証等）を提示しなければならない。証
明書の提示がない場合は、原則メディアパスを発行しない。

第５条（メディアパスの発行）
メディアパスの発行は、原則以下を基準とする。発行基準を満た
している場合でも、事務局が不適当と判断した場合は発行しない
ことがある。また、発行基準を満たしていない場合でも、事務局
が適当と判断した場合発行することがある。

（１）年間メディアパス
●報道目的
①フォトグラファーＡ（グリーンタバード）
報道を目的とする全国紙・誌もしくは閲覧数が全国紙・誌の発行
部数に相当する WEB 媒体に属する者、またはその媒体より取材
の依頼を受けている者でかつ、新聞社のカメラマン、日本レース
写真家協会 ( ＪＲＰＡ ) に所属するフォトグラファー。または、過
去富士スピードウェイにおいて年間３回以上連続して５年にわた
る取材実績・掲載がある者、もしくは事務局が必要と認めた者。
新規、更新申請する場合は上記媒体の前年度掲載（写真１／５
ページ）が３回以上の実績を事務局に提出しなければならない。
更新時に提出がない場合は翌年度フォトグラファーＢとなる。
②フォトグラファーＢ（ピンクタバード）
報道を目的とする媒体のフォトグラファー。過去富士スピードウェ
イにおいて取材実績・掲載がある事、もしくは事務局が必要と認
めた場合。
③ジャーナリスト
報道を目的とする媒体の記者、ジャーナリスト、エディター。
過去富士スピードウェイにおいて取材実績・掲載がある事、もし
くは事務局が必要と認めた場合
●報道目的以外
④ＡＤフォトグラファー（ピンクタバード）
事務局が特別に許可したフォトグラファー
⑤ＡＤ取材者
事務局が特別に許可した取材者

（２）暫定メディアパス
●報道目的
①フォトグラファーＡ（グリーンタバード）
新聞社のカメラマン、日本レース写真家協会 ( ＪＲＰＡ ) に所属
するフォトグラファー。または、過去富士スピードウェイでＡパス
の取材実績・掲載がある事、もしくは事務局が必要と認めた場合。
②フォトグラファーＢ（ピンクタバード） 
報道を目的とする媒体のフォトグラファー。
③ジャーナリスト 

報道を目的とする媒体の記者、ジャーナリスト、エディター。
●報道目的以外
④ＡＤフォトグラファー（ピンクタバード） 
事務局が特別に許可したフォトグラファー
⑤ＡＤ取材者 
事務局が特別に許可した取材者

（３）発行枚数
①年間メディアパス＝ 1 媒体２名まで
②暫定メディアパス＝ 1 媒体３名まで、取材内容を検討し必要と
事務局が判断した場合は５名まで
※事務局が必要と認めた場合は特別に規定枚数以上発行すること
がある。

（４）有効期限が終了した年間メディアパスの扱い
①有効期限が終了し、かつ翌年度の更新を実施しない場合は、
年間メディアパスを直ちに事務局へ返却しなければならない。
②翌年度も更新する場合は、更新申請を行い事務局が更新ステッ
カーを貼付し継続使用することができる。

（５）年間メディアパスの再発行について
①年間メディアパスの申請内容に変更が生じた場合は、事務局に
変更手続きを申請し、必要に応じ再発行を受ける。
②年間メディアパスを破損、紛失した場合は、速やかに事務局に
再発行手続きを申請する。ただし、再発行には手数料を課すもの
とする。

（６）申請について
①年間メディアパスは専用オンライン申請フォームより行うものと
する申請方法は毎年１月を目処に年間メディアパス所持者、希望
者に案内される。
②暫定メディアパスは専用オンライン申請フォームより行うものと
する
主要レース申請方法は申請期間は該当レース、イベント当該週の
月曜日までとする。また、主要レース以外の取材については取材
日の５日前（営業日）までとする。申請期間を過ぎた申請、当日
の申請は原則認めない。
③年間メディアパス専用オンライン申請フォームは希望者自身が
事務局に問い合わせするものとする。
※申請者は理由の如何を問わず希望する場所での取材／撮影が
出来ない場合がある事を了承のうえ申請する。

第６条（取材登録料）　
　メディアパスを発行するにあたり全ての取材者は、障害保険料、
事務手数料を含む取材登録料を納めるものとする。
　取材登録料を支払及び傷害保険の加入を拒否する場合は、メ
ディアパスの発行を行わない。

（１）年間メディア取材登録料（税込）
①フォトグラファーＡ（グリーンタバード） １０．３００円
②フォトグラファーＢ（ピンクタバード） ６，２００円
③ジャーナリスト ４，２００円
④ＡＤフォトグラファー（ピンクタバード） ６，２００円
⑤ＡＤ取材者 ４，２００円

（２）暫定メディア取材登録料（税込）
①フォトグラファーＡ（グリーンタバード） ５，２００円 
④ＡＤフォトグラファー（ピンクタバード） ３，１００円
②フォトグラファーＢ（ピンクタバード） ３，１００円 
③ジャーナリスト ２，１００円
⑤ＡＤ取材者 ２，１００円

富士スピードウェイ主催レース、イベント取材規定
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（３）見舞金（富士スピードウェイ施設内で取材中に傷害を負っ
た場合は以下の見舞金が支払われる。）
死亡見舞金 ３, ０００万円対象となる事故の日から１８０日以
内に死亡された場合
後遺障害見舞金３, ０００万円限度対象となる事故の日から
１８０日以内に後遺障害が生じた場合
入院見舞金 日額６, ０００円対象となる事故によるケガの治療
のため病院または診療所に入院し、
日常の生活ができない場合、事故の日から１８０日が限度
通院見舞金 日額３, ０００円対象となる事故によるケガの治療
のため病院または診療所に通院した場合、
事故の日から１８０日以内の通院に対して９０日が限度

第７条（取材エリア）
メディアパスの種類によって取材範囲は下記の通り規定される。

（１）立入禁止エリア
医務室付近、パークフェルメ（車両保管場所）、車検エリアはメディ
アパスの種類を問わず立ち入り、取材、撮影を行っては 
ならない。

（２）レッドゾーン（取材禁止エリア）
レッドゾーンはディアパスの種類を問わずエリア内での取材、撮
影を行ってはならない。イベントごとにレッドゾーン（取材禁止エ
リア）が告知される。

（３）フォトグラファーＡ（年間、暫定共通）
上記立入禁止エリア、レッドゾーンを除く取材エリア（別紙参照）
とする。また、イベントごとに設定される取材禁止エリアでの取
材は許されない。

（４）フォトグラファー B（年間、暫定共通）
コースサイド、パドック、ピットエリア、一般観客席の取材エリア（別
紙参照）とし、競技走行中のピットレーン及び取材禁止エリアで
の取材は許されない。

（５）ジャーナリスト（年間、暫定共通）
パドック、ピットエリア、一般観客席とし、競技走行中のピットレー
ン及び取材禁止エリアでの取材は許されない。

（６）メディアパス取得者はいかなる場合でも､ メディア事務局に
て定めた立入禁止エリア、取材禁止エリアにて取材を行ってはな
らない。また、ピットエリア、ピットボックス内での取材はピット
使用者の了解を得ること。
※メディアパスにおけるコースサイドとはレーシングコースのサー
ビスロードとし、走行するコース（トラック）、セーフティーゾーン、
ガードレールとフェンスの間（一部フォトグラファー A の取材エリ
アが含まれる）は含まれない。また、取材エリア内であってもコー
スオフィシャルによる立ち入り、取材を制限されることがある。
※上記規定にかかわらず全てのメディアまたは、媒体、パス種別
に対し取材エリアを拡大、縮小する場合がある。

第８条（取材可能イベント及び日程）
（１）世界選手権格式もしくはそれに準ずるイベントに関しては別

途取材規定を設ける場合があり、年間メディアパスでは取材は出
来ない場合がある。取材規定が別途定められる場合は、別途取
材申請を行わければならない。

（２）富士スピードウェイ以外の会社、団体が主催するイベント
の取材規定は別途定められる場合があり、年間メディアパスでは
取材は出来ない場合がある。取材規定が別途定められる場合は、

別途取材申請を行わければならない。
（３）上記の申請方法はは希望者自身が事務局に問い合わせする
ものとする。

第９条（年間メディアパス所持者の取材手続き）
取材に際しては下記の手順を踏まなければならない。

（１）事前手続き
主要レースの場合、事務局より取材申請の案内メールがあり、メー
ル記載のオンライン申請フォームより取材者氏名、パス
番号、来場予定日を知らせなければならない。

（２）取材当日の手続き
メディア受付・メディアセンターが開設されるイベント（主要レー
スなど）はゲートのメディア受付にて駐車票を受領後、ピットビ
ル２Ｆメディアセンターにて受付をし、必要な場合タバードの交
付を受けなければならない。開設されない場合は東ゲート本社
事務所にて上記手続きを行わなければならない。

第１０条（暫定取材申請者の取材手続き）
取材に際しては下記の手順を踏まなければならない。

（１）事前手続き
オンライン申請フォームより申請後、事務局より送られてくる受理
書類をプリントアウトし、取材スタッフリストの必要事項を記入、
誓約書の必要箇所に署名捺印の上、取材当日持参しなければな
らない。

（２）取材当日の手続き
メディア受付・メディアセンターが開設されるイベント（主要レー
スなど）はゲートのメディア受付にて取材登録料を支払い
暫定メディアパス、駐車票を受領後、ピットビル２Ｆメディアセン
ターにて受付をし、必要な場合タバードの交付を受けなけ
ればならない。開設されない場合は東ゲート本社事務所にて上
記手続きを行わなければならない。

第１１条（メディアサービス）
※対象レース・イベントは事務局にお問い合わせください。

（１）メディアセンター（広報事務局併設）
①サービス時間：予選／決勝日＝７：００～１９：００（原則）
詳細は受理書などで案内する
②メディアデスク：報道取材優先。映像取材は原則代表者のみ入
場可、機材などの持ち込みは禁止
③映像サービス：走行映像、ラップタイム、リザルト（開催レー
スによって内容は異なる）
④ＬＡＮサービス：無線 LAN（無料）※通信速度を保証できる
ものではありません。
⑤飲料サービス：メディアセンター開設時間内提供（無料）～決
勝日１９: ００まで」
⑥昼食サービス：報道取材者のみ（予選決勝日提供）ＡＤパス
など報道取材以外の取材者に提供はありません。
⑦ロッカー貸出：無料（デポジット 1,000 円・数に限りのあると
きは報道優先）使用時間：～決勝日２０: ００まで

（２）コースサイド撮影
①タバード貸与：無料（要コースサイド撮影）
※但し、レース取材の場合はレースウィーク中に開催するカメラ
マンミーティング出席者に限る  　　　　
使用時間：～決勝日１９: ００まで
②メディアバス：予選／決勝日はメディアバスを運行（開催日に

よっては運行されない場合がある）
③カメラマンミーティング（レース取材の場合、一部のレースで
はカメラマンミーティングは開催され無い場合がある）

第１２条（取材基準）
（１）取材時注意事項

富士スピードウェイ場内での取材に際し以下の点を遵守し、取材
しなければならない。
①メディアパスを胸などよく見える場所に掲示する。
②コースサイドでの取材には必ずタバードを着用する。原則とし
てフォトグラファーに対し貸与される。取材終了後には必ず事務
局へ返却しなければならない。タバードを紛失した場合､ 不正使
用を防ぐためにタバードの一部枚数、または全体を制作する費用
をタバード紛失者に求める場合がある。
③コースサイドの取材エリアはレースやイベントによって変わるこ
とがあるため、事務局で必ず該当レースの取材エリアを確認しな
けらばならない。
④取材者は取材エリアを厳守し取材中であっても、係員、オフィ
シャルの指示に従わなければならない。
⑤フォトグラファー（カメラマン）ミーティングが開催されるイベ
ントの場合、全てのフォトグラファー（カメラマン）は参加しなけ
ればならない。参加しない場合以降の取材活動を制限する場合
がある。
⑥観客の視界を妨げる位置での撮影はできない。やむを得ず撮
影する場合は、事前に周囲の観客の了解を取る。
⑦本人確認のため、身分証明書や記者証などの提示を求める場
合がある。
⑧取材規定を遵守しない場合は、取材の中止または退場を強要
することがある。
⑨メディアセンターは取材申請を承認した取材者、また事務局が
認可した者のみ入室を許可する。
⑩本取材規定に記載されていない事項については必要に応じて、
取材パス所得者本人、所属団体、所属会社へメールまたはメディ
アセンター掲示板にて通知する。
⑪本規定、取材エリアに関する意見、要望やレース参加者、関
係者、他の取材者に対する意見、要望は取材媒体社、協会代表
者より文書またはメールにて提出するものとする。事務局はそれ
に対し関係各所と調整するものとする。

（２）取材情報および映像等の目的外使用について
①富士スピードウェイ内の取材における取材結果や映像、写真、
音声などの権利は、富士スピードウェイに帰属し、報道目的以外
の使用や個人のホームページやブログ等の使用は認めない。使
用する場合は、富士スピードウェイの許可を受けなければならな
い。
②報道目的と報道目的以外（広告または商品化目的等）を合わ
せて取材を行う場合についても、報道目的以外の素材の使用は、
富士スピードウェイの許可を受けなければならない。ただし、営
利目的などのための取材（有料）は、富士スピードウェイが別途
相談を受け判断する。

（３）肖像権について
以下の肖像・意匠・商標等は、選手肖像権等の保護のため、富
士スピードウェイまたは所属チーム、協会の許可なく個人の娯楽
使用目的以外での使用は出来ない。
①練習走行・レース予選、決勝・イベントにおける選手、監督、チー
ムスタッフ等の肖像。

②ロゴ・エンブレム・フラッグ・キャラクター・マスコット。
③選手、監督、チームスタッフ等の似顔絵・アニメ・名前・音声・
サイン・ユニフォーム。
④富士スピードウェイ場内にある全ての施設、建物、社員、オフィ
シャル、その他従業員。

（４）禁止事項について
以下の項目に関しての使用は禁止する。
①映像
インターネット及び携帯電話での映像（映像の一部を静止画像と
して使用する場合も含む）、また音声のみの使用。その他の映像
媒体、主催者、チーム、選手を誹謗・中傷する目的で行うあらゆ
る媒体での映像使用。
②静止画像
自費出版物や個人・グループなど任意で行うインターネットおよ
び携帯電話等での肖像使用。課金による有料情報提供を行うイン
ターネットおよび携帯電話等での肖像使用。企業・任意団体など
が営利目的で行うインターネットおよび携帯電話での肖像使用。
主催者、チーム、選手を誹謗・中傷する目的で行うあらゆる媒体
での肖像使用。
③意匠・商標
 自費出版物や個人・グループなど任意で行うインターネットおよ
び携帯電話等での使用。課金による有料情報提供を行うインター
ネットおよび携帯電話等での使用。企業・任意団体などが営利目
的で行うインターネット及び携帯電話での使用。主催者、チーム、
選手を誹謗・中傷する目的で行うあらゆる媒体での使用。挿し絵
等デザイン使用。

第１３条（弊社個人情報の取り扱いについて）
当社では業務上知り得た個人情報（お名前、メールアドレス、お
電話番号、ご住所など）の保護に最大限の注意を払い、　　　　
厳しく管理し、当社が得た個人情報は、以下の場合を除き本人の
同意なしで、第三者へ開示しないものとする。

（１）官公庁等の公的機関から法的に定める権限に基づき開示を
求められた場合 

（２）当社および他のお客様の権利、利益、名誉、信用等を保護
するために必要であると当社が判断した場合 

（３）情報分析などを委託する目的で、機密保持契約を締結した
企業に情報を提供する場合

第１４条（本取材規定について）
本取材規定は富士スピードウェイにて行われるレース・イベント
を取材する全ての取材者に適用されるもであり、メディア
パス発行と同時に有効となる。
 以上


