東ゲート：パス／車両証

「モーターファンフェスタ2019 in 富士スピードウェイ」取材申請書（兼取材規定）
本日は「モーターファンフェスタ2019 in 富士スピードウェイ」にご来場いただき誠にありがとうございます。取材申請にあたりましては、以下の各
項をご了承のうえでお手続きください。
1） 本取材活動には危険が伴うことを予めご理解ください。当イベント取材中に事故が発生し、取材者や携行品が死亡・負傷・その他損害を被った場合、主催者
・イベント運営者・コース管理者・車両運転手などに帰責事由はなく、したがって損害賠償請求その他いかなる責任の追及もできません
2） 取材者が会場施設、イベント設備・展示物、走行車両などに損害を与えた場合、当該損害に対する賠償責任が生じます
3） 取材許可区域外への立ち入りはできません。取材中は、主催者・イベント運営者・コース管理者の指示に従ってください

u 媒体データ
属性（該当するものにチェック）

□ 新聞

□ TV

□ ラジオ

□ 自動 車 専 門 誌

□ 雑誌

□ その他 （ ※記入してください

□ WEB

）

媒体名
（番組名／紙・誌名／URL）
放送日／掲載日または号

u 申請責任者
フリガナ

氏名

e-mail
イベント当日連絡可能な携帯番号をご記入ください

携帯電話番号
フリーランスの方は取材委託元の社名をご記入ください

フリガナ

会社名
プレスパスは、実際に記事を制作する職種（ジャーナリスト、
ライター、編集、
カメラマン）の方に限り発行します

部署／職種
電話番号
ー

〒
住所

u 同行取材者名

※上記「申請責任者」に同行される方のお名前と職種をご記入ください

コースサイド撮影ご希望の方は、パスのほかにタワー2Fメディア受付にて別途富士スピードウェイへの申請が必要となります。その際、取材登録料（おひとり
につき3,100円 ※傷害保険料・事務手数料含）
をお納めいただきます。またタバードを貸与しますので、コースサイドに入る際は必ずご着用ください
安全上の理由から、カメラマン以外の方はコースサイドにはお入りいただけません

氏名

職種

コースサイド撮影希望の方はチェック

1

2

3

本申請書のほかに、取材者皆さま分の名刺をご提出ください

お願い

取材中は、プレスパスを常時確認できる位置に着用してください
コースサイド撮影の申請手続きと、タバードの貸出・返却は、タワー2Fメディア受付にて行います

モータースポーツの取材活動には危険が伴います。ご了承のうえ、会場内での行動には十分ご注意ください
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“MotorFan Festa 2019 in Fuji Speedway” PRESS PASS APPLICATION（Rules on Coverage）
Thank you for your interest in covering “MotorFan Festa 2019 in Fuji Speedway”. To apply for a press pass, please read, understand and agree to
the terms and conditions below, and then complete this form.
1） You shall understand that covering this event involves danger and that your safety is your own responsibility. Neither event owners, organizers, officials, promoters,
trackside controllers, sponsors, drivers nor any other associated bodies and persons involved in this evert will be liable or responsible for any bodily injury, death or
property damage arising out of or related to your activities. You shall accept to waive your right to claim for compensation against such relevant parties.
2） In the event that you cause damage, intentionally or negligently, to facilities, equipment, articles on display in the premises, or vehicles either on display or in
motion, you shall be liable to compensate for any such damages resulting in consequence.
3） You shall act at all times in conformity with the instructions of event owners, organizers, promoters, officials and trackside controllers. You shall understand that
your pass permits you to have access only to permitted areas and not to any restricted areas.

u Detail of your publication:

All fields must be completed.

❑ Newspaper ❑ TV ❑ Car/Motorsport Magazine ❑ Other Magazine ❑ Website
❑ Other ( *specify
)

Category

Title of your media
Your coverage on MFF
will run on
(on-sale/on-air date)

u Your detail (leader of your party must complete the following):
Name
E-mail
Must be the number reachable during the course of the event.

Mobile phone
Freelancer is required to state which media outlet you are on assignment for.

Company name
Only editorial profession are eligible for a press pass. All others, incl management, PR, marketing or sales, will not be accredited.

Department /profession
Phone
Mailing address
(with zip/postal code)

u Members of your party (except you) wishing to cover the event should be listed below:
Put a tick by the names of the person(s) who wish to get in the trackside for photographing. He/she is required to go to Media Centre in Pit Building
A and 1) submit “Trackside Pass Application”; 2) pay registration fee (¥3,100 per person incl. accident insurance) to Fuji Speedway; and 3) wear a
photographer’s bib. For security reasons, Trackside Pass can be issued to photographers only.

Name

Job assignment in MFF coverage

Photo shooting in the trackside?

1

2

3

Please provide your business card along with the application form.

NOTES

Press pass must be worn and visible at all times during the event.
Trackside Pass Application and Photographer’s bib pickup/return are available at Media Centre in Pit Building A.

WARNING! MOTORSPORT CAN BE DANGEROUS. You assume all risks and dangers inherent in and incidental to taking part in the event.

