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サーキット走行会｢DIREZZA CHALLENGE 2016｣を後援
住友ゴム工業㈱ (社長:池田育嗣) は、2006 年から開催し、11 年目を迎えるサーキット走行会
｢DIREZZA CHALLENGE 2016｣(主催:DUNLOP DIREZZA CHALLENGE 運営事務局)を本年も後援します。また、
サーキット走行をはじめとするスポーツドライビングの楽しさを発信する総合情報サイト｢TEAM
DIREZZA｣を 4 月 1 日から公開します。
■｢DIREZZA CHALLENGE 2016｣
DUNLOP タイヤ装着車両を対象とした、サーキットでタイムアタック競技を行うイベントです。予選は
全国 17 カ所のサーキットで開催される｢DIREZZA CHALLENGE ONLINE｣の参加者によって実施され、各ク
ラス上位 3 名、合計 90 名の予選通過者の中から、12 月 16 日に筑波サーキットで開催される決勝大会で
｢DIREZZA マイスター｣を決定します。
■｢DIREZZA CHALLENGE ONLINE｣(タイムアタック WEB ランキングイベント)
全国 17 カ所のサーキットにおいて、DUNLOP タイヤを装着した方を対象に、その場で専用 WEB サイト
にアクセスしてベストタイムを登録出来る自由参加型イベントです。登録タイムは WEB にてランキング
形式で公開され、上位 90 名が｢DIREZZA CHALLENGE 2016｣の決勝大会に出場可能です。
■｢TEAM DIREZZA｣
｢TEAM DIREZZA｣サイトは 4 月 1 日から公開されるサーキット走行初心者から、上級者の方までサー
キット走行はじめとするスポーツドライビングを楽しむための様々な情報コンテンツを定期的に発信
する総合情報サイトです。また｢DIREZZA CHALLENGE ONLINE｣への参加登録は同サイトより実施頂きま
す。
詳細については、｢TEAM DIREZZA｣サイト(http://mos.dunlop.co.jp/team-d/)をご確認ください。
※状況により、イベント内容が変更される場合があります。
添付: ｢DIREZZA CHALLENGE 2016｣実施概要
｢DIREZZA CHALLENGE ONLINE｣実施概要
以上

<商品・イベントに関するお問い合わせ先>
タイヤお客様相談室 0120-39-2788

｢DIREZZA CHALLENGE 2016｣ 実施概要
■参加資格
｢DIREZZA CHALLENGE ONLINE｣へ参加された方。
■開催日程と予選通過人数
<DIREZZA CHALLENGE ONLINE 予選大会>
春予選(4 月－ 5 月)
各クラス(全 10 クラス) 上位 3 名 計 30 名
夏予選(6 月－ 8 月)
各クラス(全 10 クラス) 上位 3 名 計 30 名
秋予選(9 月－ 10 月)
各クラス(全 10 クラス) 上位 3 名 計 30 名
<決勝大会>
12 月 16 日(金)
筑波サーキット･コース 2000/茨城県
■車両クラス区分
＜クラス 1＞
排気量 1900 ㏄以下の車両とすべての FWD 車両。※
＜クラス 2＞
排気量 1901 ㏄以上で NA エンジン搭載の RWD 車両。但し TOYOTA 86/SUBARU BRZ は除く。※
＜クラス 3＞
排気量 1901 ㏄以上の過給器付きエンジン搭載の RWD 車両。※
＜クラス 4＞
排気量 1901 ㏄以上の 4WD 車両。※
＜クラス 86/BRZ＞
TOYOTA 86/SUBARU BRZ 専用クラス。※
※全てのクラスに R クラス(従来のクラス)と B クラス(ライトチューンクラス)の設定があります。
※過給機が付いている場合は排気量の 1.7 倍(ディーゼルエンジン搭載車は 1.5 倍)の係数換算となります。
※詳細については、｢TEAM DIREZZA｣サイト(http://mos.dunlop.co.jp/team-d/)をご確認ください。
(注意事項)
・一部車種には特例措置を設けています。車種別の詳細は専用 WEB サイトにてご確認下さい。
・車両や駆動方式(MR、RR 等)によっては参加クラスが変更になる場合があります。
・申込台数によりクラス毎の出走台数は変更になる場合があります。

■エントリー方法
｢TEAM DIREZZA｣サイト(http://mos.dunlop.co.jp/team-d/)の｢DIREZZA CHALLENGE ONLINE｣専用ページ
よりお申し込みください。
■参加費
無料
■お問い合わせ先
DUNLOP DIREZZA CHALLENGE 事務局(運営:株式会社電通名鉄コミュニケーションズ/株式会社セブン)
TEL: 03-3502-7006
E-mail: team_direzza@7-seven.jp

｢DIREZZA CHALLENGE ONLINE｣ 実施概要
■参加資格
4 輪に DUNLOP タイヤを装着した車両。(DIREZZA CHALLENGE 規定※に準じた車両)
※詳細については、｢TEAM DIREZZA｣サイト(http://mos.dunlop.co.jp/team-d/)をご確認ください。

■開催期間
2016 年 4 月より 2017 年 3 月まで
■開催サーキット
サーキット名

十勝スピードウェイ
青森スピードパーク
LINK サーキット
エビスサーキット
日本海間瀬サーキット
日光サーキット
本庄サーキット
茂原ツインサーキット
おわらサーキット
YZ サーキット
幸田サーキット YRP 桐山
美浜サーキット
オートランド作手 ALT
タカスサーキット
阿讃サーキット
TS タカタサーキット
HSR 九州

所在地
北海道
青森県
福島県
新潟県
栃木県
埼玉県
千葉県
富山県
岐阜県
愛知県
福井県
徳島県
広島県
熊本県

TEL
0155-52-3910
017-752-8856
024-559-4460
0243-24-2972
0256-85-2201
028-674-4390
0495-72-9611
0475-25-4433
076-455-0687
0572-69-2588
0564-62-7522
0569-87-3003
0536-39-3611
0776-87-2330
0883-79-3705
0826-59-0055
096-293-1370

■車両クラス区分
｢DIREZZA CHALLENGE 2016｣車両クラス区分(クラス 1 からクラス 4、クラス 86/BRZ)に準じます。
※全てのクラスに R クラス(従来のクラス)と B クラス(ライトチューンクラス)の設定があります。

■エントリー方法
上 記 17 サ ー キ ッ ト に て 通 常 の ス ポ ー ツ 走 行 後 、 計 測 し た タ イ ム を ｢ TEAM DIREZZA ｣ サ イ ト
(http://mos.dunlop.co.jp/team-d/)内の｢DIREZZA CHALLENGE ONLINE｣専用ページよりお申し込みくださ
い。詳細につきましては WEB サイトをご確認ください。
■エントリー受付期間
各サーキットのスポーツ走行運営日であればいつでも可能です。運営日等詳細につきましては各サー
キットにお問い合わせください。
■その他
走行枠数、走行時間、料金、実施方法はサーキット毎に異なりますので実施サーキットにお問い合わ
せください。
■お問い合わせ先
DUNLOP DIREZZA CHALLENGE 事務局(運営:株式会社電通名鉄コミュニケーションズ/株式会社セブン)
TEL: 03-3502-7006
E-mail: team_direzza@7-seven.jp

