JRM（日本ラジコン模型工業会）
は、年2回の見本市への参加をはじめ、
フ

ライトショーおよび車やボートのイベントを通じて、
ラジコン模型の普及・
宣伝活動を行っています。
また各種競技団体へのバックアップも積極的に
行い、
（ 財）
日本ラジコン電波安全協会、
日本科学模型安全委員会とも連
携をとりながら、
ラジコン模型の安全運用、
普及・発展に努めています。

2014

6月1日
<SUN>
<SUN>

JRM R/C カー チャレンジ カップ in サンシャイン ワーフ神戸〈Round1〉

［開催日］ 2014年 6月1日
（日）
［開
［受
［会

門］ 午前7時〜午前8時（8時の時点で一旦閉門致します）
付］ 午前8時〜9時（終了予定時刻： 午後6時頃）
場］ サンシャイン ワーフ神戸

サンシャイン ガーデン
（広場）

兵庫県神戸市東灘区青木１丁目２番３４号

［定 員］ 先着述べ120名（1人最大2クラスまで参加可能）
※午前7時の時点で現地が雨天の場合は開催を中止します。
2WDバギー クラス

品のみ）。
（スポンジタイヤとツーリングカー用タイヤは使用出来ません）。

重複エントリーも可能です
（但し2クラスまで）。
当日、会場で新規登録（更

6.6Ｖ
（２セル）
Ｌi-Feバッテリー、7.4Ｖ
（２セル）
Ｌi-Poバッテリー。容量は

ます
（ラジコン操縦士登録料+ラジコン保険加入料￥4,500/2年間）
。

(グリップ剤は使用不可)
●バッテリー：7.2Ｖニッケル水素バッテリー、7.2Ｖニッカドバッテリー、
自由。 ＊Li-Po/Li-Feバッテリー充電の際はセーフティーバッグを必ず

使用してください。
［全クラスでの共通事項］
●モーター：※7.2Ｖニッケル水素バッテリー、7.2Ｖニッカドバッテリー、 ①シャーシ、
ボディ、
タイヤ、バッテリー、
モーター、
ラジオコントロール装
7.4ＶＬi-Poバッテリー使用の場合は、
ブラシ付き27ターン以上、又はブ
置類（送信機、受信機、
サーボ、ESC）
は、JRM会員メーカーより販売され

●シャーシ：1/10 2WD 電動バギー及びトラギーキットとして販売され
ているもの【アソシエイテッド】
【 OPTION NO.1】
【川田模型】
【 京商】
【3

ラシレス21.5ターン以上のターン数のモータ−に限る。
※6.6Ｖ
（２セル）
Ｌi-Feバッテリー使用の場合は、
ブラシ付き25ターン以
上、
又はブラシレス17.5ターン以上のターン数のモータ−に限る。

ているもので塗装してあるもの｡装飾は自由ですが本部が危険と判断し
たものは使用をお断りする場合があります。

のみ使用可能。
後車検にてチェック
（違反者は失格）
します。
●車高：5mm以上

6.6Ｖ
（２セル）
Ｌi-Feバッテリー、7.4Ｖ
（２セル）
Ｌi-Poバッテリー。容量は

●シャーシ：タミヤ ウイリー シリーズが基本です。
自作シャーシ、
装飾、
改

RACING】
【タミヤ】
【ヨコモ】各社製のみ。
●ボディ：1/10 2WD 電動バギー及びトラギーキットでとして販売され

●タイヤ：市販の1/10EPバギー及びトラギー用ゴムタイヤに限る(グリッ
プ剤は使用不可)。
●バッテリー：7..2Ｖニッケル水素バッテリー、7.2Ｖニッカドバッテリー、

止） します グリップ剤･オイル等の塗布を禁止いたします。
④全てのラジ
コンカーは安全に走行できる状態である事。人や施設に損傷を与える改

●ギヤ比： 5.8：1以上

車検においてチェックします。
LiPo2 セルの場合
【8.40V】
まで、
LiFe 2セ
ルの場合
【7.3V】
まで温度は外気温度
【+5 度】
までとします。
バッテリー
の充電と放電時には、
安全のため必ずセーフティ バッグをご使用下さい。

コミカル モンスター クラス
造は自由ですが、AWD不可。2WDに限ります。FF/RRは問いません。
ボ
ディ
（ドライバー）
の高さが地面から210ｍｍ以上ある事。
●タイヤ：タミヤ ウイリー シリーズのタイヤが基本です。
直径110ｍｍ以

のみ使用可能。後車検にてチェック
（違反者は失格）
します。

●バッテリー：7.2Ｖニッケル水素バッテリー、7.2Ｖニッカドバッテリー、

●車高：10mm以上
●全装備重量：1500ｇ以上
●ギヤ比：自由。

リトル スポーツ 2WD クラス

ているものに限ります。
②計測はAMB計測器を使います。
トランス ポン
ダーはこちらで準備いたします。
シャーシに取り付けステ−を準備してく
ださい。③タイヤは市販されている物を無改造（はりあわせ等の加工禁

●ESC（アンプ）
：ブースト又はタイミング（進角）機能を搭載している
ESCは、機能をオフの状態で使用する事。LEDランプで確認出来るもの

自由。 ＊Li-Po/Li-Feバッテリー充電の際はセーフティーバッグを必ず
使用してください。
●モーター：市販のブラシレスモーター17.5Tまたはブラシモーター27T

〜30T
●ESC（アンプ）
：ブースト又はタイミング（進角）機能を搭載している
ESCは、機能をオフの状態で使用する事。LEDランプで確認出来るもの

新手続きは不可）
することも可能です
（ラジコン操縦士登録料￥2,200/2
年間）。
尚、登録者に限り、
ラジコン保険（個人賠償責任保険）
に加入出来

上ある事。車輪の数は問いません。
●モーター：マブチ RS540SHモーター又は、
タミヤ 540Jモーターに
限る。

6.6Ｖ
（２セル）
Ｌi-Feバッテリー、7.4Ｖ
（２セル）
Ｌi-Poバッテリー。容量は
自由。 ＊Li-Po/Li-Feバッテリー充電の際はセーフティーバッグを必ず
使用してください。
●車高：10mm以上
●ギヤ比：自由

造と本部が判断した場合走行を中止又は出場をお断りする場合がありま
す。
⑤安全保護のため、
Lipo /LiFeバッテリーの電圧と温度を、
走行前に

［お申込方法］
申込書を下記のJRMホームページからダウンロードし、
日本ラジコン模
型工業会宛にFAX又は郵送にて申し込むこと。
申込み受付期間は＜5月7

日
（水）〜5月23日
（金）必着分まで＞となります。受付期間外に到着した
ものは無効となりますのでご了承ください。
※JRMのホームページに参加受理のお知らせを掲載します。
※申込多数の場合は先着順とさせていただきます。

［注意事項］
27MHz帯、40MHz帯電波を使用する場合は、予備クリスタルを申込書

に明記し、当日持参すること。
メイン別決勝のため、バンド変更出来ない
時は、決勝レースに出場出来ない場合があります。参加レースにおいて、
自

●シャーシ：1/10電動ミニ用として販売されている2WD車。
【 R246】
分の出走レース後にはコースマーシャルを行っていただきますので、安全
【ABCホビー】
【 OPTION NO.1】
【タミヤ】各社製のみ。ホイルベ−ス ［競技方式］
に配慮した履物をご用意下さい。
245mm以内。
フロント駆動、
リヤ駆動のどちらでも可。但し4ＷＤ車、DD
予選は全クラス3〜5分間の周回方式 各クラス2〜3ラウンド
（参加人
車（ダイレクト ドライブ）
は使用出来ません。
数による）行い、決勝は全員参加にて5分間の周回方式で1ラウンド行い ［申込先・詳細問合］
●ボディ：1/10ミニシャシ−用として販売されているもの。
※レース用に
ます。
※但し参加人数や天候により内容が変更する場合があります。
日本ラジコン模型工業会
モディファイされていないスケール感を重視したもの。
1/10 Ｍクラス用
〒111-0053 東京都台東区浅草橋2-5-5
ボディ (1/12用ツーリングボディ) は使用不可。
装飾は自由ですが、
本部 ［参加資格］
長島エレガンス第Ⅲビル1階
が危険と判断したものは使用をお断りする場合があります。
（ JRM会員
①ラジコンメーカーからサポートを受けている方は参加出来ません。
■FAX：03-5822-5095 TEL：03-3862-3149
メーカー品のみ）
②ラジコン操縦士に登録していない方の参加も可能です。
●ウイング：セット付属の物で説明書通りに取り付けられている物のみ使
［主 催］
用できます。
［参加料］
日本ラジコン模型工業会
（JRM）
●タイヤ：1/10ミニ用 55ｍｍ以上中空ゴムタイヤ
（JRM会員メーカー
1クラス￥2,000、
ラジコン操縦士に登録している方は1クラス￥1,000。

『参加される選手の方へ』
お車で来られた方は、順番に選手専用の駐車スペースに停めて頂きま
す。
イベント終了まで出庫出来ない場合がありますので御了承下さい。
『その他の注意事項』
◎特設カーペットコースになりますので、
タイヤのグリップ剤等は絶対に
使用しないでください。
◎コースの特性上、途中で雨が降った場合には以降のレースは出来ませ
ん。予選１ラウンド終了地点でレースは成立とします。正常に行われたラ
ウンドごとでの成績により、順位を確定し表彰致します。
◎受付終了後は、如何なる場合にも参加費の返還は出来ません。
レース
中断等の場合も含みます。
テーブルの貸出し等は行いません。
◎ピットテーブルは各自ご持参ください。

◎会場にＡＣ電源はありません。
各自シールド バッテリー等、
充電用親
電源を御用意ください。
発電機の使用は禁止。
◎参加選手は、
各自の走行終了後にコース マーシャルをして頂く事を義
務とします。
リタイヤした場合もコースマーシャルをお願いします。
◎会場内は禁煙です。
喫煙は指定の喫煙場所で御願い致します。
◎会場ではマナーをお守りください。大声で騒いだり、周りの方の御迷
惑になる行為をされた場合には、本部の判断により退場頂く場合もあり
ますので御了承ください。
この場合にもエントリー料の返還等は一切行
いません。又、
ピット及びコース周辺へのアルコール類の持込みも禁止さ
せて頂きます。
◎会場は公共の施設をお借りしていますので、
レースに参加の方以外の
方も多数来られます。貴重品は必ず御自身で管理願います。盗難等が発

生した場合にもJRMでは責任を負いかねます。
◎会場にはゴミ箱等が設置されておりますが、
出来るだけゴミはお持ち
帰り下さいますようお願い致します。
その他：会場にはトイレが完備されております。女性の方も安心して御来
場いただけます。
また、飲食店やスポーツ用品店、家電店、百円均一店、
カー用品店等で食事やショッピングも楽しめますのでどうぞ御利用くだ
さい！
又、
2014年度は、
10/5
（日）
にも『JRM R/C カー チャレンジ カップ in
サンシャイン ワーフ神戸 Round2』
の開催を予定しています。
開催クラ
スは、
ツーリングカー、
リトルスポーツ2WD、
フォーミュラー、
1/12GTの
4クラスで行う予定です。
是非ご参加下さい！

