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’16WEM 【参加要項】

《ライト部門共通》

本大会の参加にあたっては、本大会の「実施規定」及び「参加要項」の規定を理解し遵守することに

同意のうえ、所定の手続きをしてください。

１．申込みの手順

(1)参加登録事務手続きはクリーン・エナジー・アライアンスが行うクリーン・エナジー・コンペテ

ィション方式とし、全てインターネット上で行う Web 登録を原則とします。

(2)Web にて登録

◆E－mail での申込みとなりますが、WGC 公式ページ（http://www.wgc.or.jp/ ）の画面上部「WEM-

バッテリーで走るエコランレース」をクリックし「2016 年大会の情報はことらから」をクリッ

ク。「■エントリーSTEP１」の「ＩＤ・パスワードを希望」を開き、「チーム名」「代表者名」「参

加区分（エコノムーブ部門・ライト部門）」を記載し送信してください。なお、ID 取得の連絡

者とチーム連絡代表者と違う場合は、チーム連絡者名とメールアドレスも記載・連絡ください。

事務局よりエントリー希望者にメールにてWeb登録のためのIDと Passwordを発行いたします。

続いて、その ID と Password で Web 登録（公式ページ）画面にアクセスして登録します。

大会公式ホームページ

URL       http://wgc.or.jp/cbdb8/db.cgi?page=DBVien&did=725

http://wgc.or.jp/cbdb8/db.cgi?page=DBVien&did=726

◆郵送や FAX 等の申込みは受付できませんのでご了承ください。

(3)応募期間

◆参加申込み受付期限：

☆エントリー受付と締切（Web 登録）

参加申込書（様式－１）の登録(1) (2)とも 2016 年 2 月 24 日(水)～

(1) 鉛 蓄 電 池 部 門 2016 年 3 月 15 日（火）まで＜期限厳守＞

(2) 燃 料 電 池 部 門 2016 年 3 月 15 日（火）まで＜期限厳守＞

(3) WEM-LIGHT 部門 2016 年 3 月 15 日（火）まで＜期限厳守＞

(4)参加料の振込先

◆振 込 先：秋田銀行 大潟支店

◆口座番号：普通預金 84717

◆口 座 名：ワールド・エコノ・ムーブ組織委員会

◆参 加 料：(1)鉛蓄電池部門

①オープン・クラス ４０，０００円

②ジュニア・クラス ２５，０００円

(2)燃料電池部門

①オープン・クラス ４０，０００円

②ジュニア・クラス ２５，０００円

(3)WEM-LIGHT 部門

２５，０００円

ジュニア・クラスの条件を満たしているチーム

２０，０００円

※燃料電池の出場台数が少なく①及び②のクラスが成立しない場合でも参加料は変

わりません。

※ただし、今年(2016)の大会での燃料電池部門は水素ボンベ等の関係から出場台数に

約 20 台の制限があります。従ってその台数を超える見込みがあった場合の受理は

昨年度までの出場実績チームを優先とし、他は出場枠が増大した場合のみエントリ

ー受付申込みの早い順に受理しますので枠を超えた場合はエントリーをお断りす

る場合があることをご了承ください。
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◆振込期限 2016 年 3 月 18 日（金）

※お振込みの際には、必ずチーム名もしくはチーム代表者名でお振り込みください。

※申込み期限内に参加を取り消した場合は、参加料を払い戻しいたしますが、期限以

降の取り消しの場合には払い戻しいたしませんのでご了承ください。

※Web の登録(様式－１)が完了し、参加料の振込が確認された時点で、「参加登録完了」

としゼッケン NO を付しますが「参加登録完了通知」及び「様式－１」やその他の

諸書類(領収書等を含む)等の発行、送付は、全てのチーム参加登録完了事務処理後

となりますのでご了解ください。

２．記入上の注意事項

◎参加登録等の申請は大会公式ページからの Web 登録のみとなります。

ただし、Web で登録できない「様式－３」(メンバー登録)「様式－６」(承諾書)及び「様式－

１」(参加登録書の押印したもの)は大会受付時に提出頂くことになります。

尚、「様式－１」の参加登録書は、Web 登録いただいたデータをもとに作成しゼッケンを付して

「参加登録完了通知」や他の受付時に提出頂く「様式－３」「様式－６」とともにお届けします

ので、押印の上、大会受付時に提出ください。

◎Web 登録及び提出書類は、なるべく詳しく記入ください。

◎記載事項の変更は「様式－１」を除き、大会当日受付日まで可能です。ただし、Web による変

更は(大会準備の都合上)大会当日受付日の 1 週間前までとし、その後の変更は大会受付会場に

於いて備え付けのパソコンから、各チーム自身の手によって変更登録の入力をお願いすること

になりますのでご協力ください。

(1)参加登録書「様式－１」(Web 登録・受付時押印提出)

◆チ ー ム 名：必ず記入ください。個人参加の場合は個人名で可。

※当事務局の処理上、和文で 20文字以内、英文で 40 文字以内におさめてください。

また、和文標記の場合、英文表記も記入ください。記入のない場合の英文表記に

ついては事務局に一任ください。

◆車   名：必ず記入ください。

※文字数、表記については、上記「チーム名」を参照ください。

◆所   属：会社又は学校単位での出場の場合は、会社名・学校名を記入ください。プライベ

ート・チーム又は個人参加の場合は、「個人」と記入ください。

◆代表者氏名：必ず記入ください。(20 歳以上の方に限ります。)

◆参 加 人 数：チームメンバー登録書(様式－３)の人数を記入ください。

◆エントリー・クラス：該当するクラスを選択してください。

◆チームの特徴：ＰＲ、エントリーの動機等、ご自由に記入ください。

※『様式－１』については、大会当日のチーム紹介や大会プログラム作成の参考にいたしますの

で、記入もれのないようご注意ください。

※尚、Web 登録の関係上チーム名及び車名の URL 名や E－mail 名は Web 上でリンクしない全角文

字を使用ください。(事務局での全角文字変更をご了解ください)

※リンク希望の場合(URL 等の入力)はチームの特徴等の欄を利用ください。

(2)ドライバー登録書「様式－２」(Web 登録)

◆ドライバーの登録は複数でも可とします。

◆年齢は、2016 年５月３日当日の年齢を記入ください。

(3)チームメンバー登録書「様式－３」(受付時提出)

◆「様式－３」は「参加登録完了通知」とともに同封されます。

◆チーム代表者、ドライバーを含めたメンバー全員の氏名・生年月日・年齢(2016 年５月３日当

日の年齢)を記入ください。＜記入欄不足の時はコピー活用を＞

(4)車両仕様書「様式－４の１、４の２」(Web 登録)

◆①鉛蓄電池部門：「様式－４の１」のみ入力

②燃料電池部門：「様式－４の１、４の２」入力  《ライト部門記載不要》

◆車両については、記入段階で判明している限りを記入ください。
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◆大会当日受付時まで変更可能ですが、車検時にはその入力データを使用しますので全てを車検

受付前までに完成させてください。

◆「様式－４の２」について

※燃料電池部門に出場するチームのみ入力ください。

※市販品の燃料電池を使用する場合は、メーカーの仕様書を必ず提出ください。

ただし、メーカーから既に提出済のものは必要ありません。

※自作の燃料電池を使用する場合は、できるだけ全項目を記入し、図面がある場合は大会当日受

付に提出ください。

(5)写真又はデザイン画「様式－５」(Web 登録)

◆写真又はデザイン画を所定の Web 登録場面でアップロードしてください。

◆画像の大きさ最大で 600×400 ピクセル、ファイルの種類 JPEG が理想です。

(大会事務局で Web 掲載上サイズ等の変更があることをご了承ください。)

◆車両画像は、当日配布される大会プログラム等に掲載する予定です。

Web 登録で、4 月 22 日までに済ませてください。以後の登録は大会プログラム等に掲載されな

い場合がありますのでご了解ください。

(6)参加承諾書「様式－６」(受付時押印提出)

◆メンバーの中に未成年者が含まれる場合のみ、保護者の承諾が必要となりますので、必ずご記

入の上提出ください。承諾書がない場合、原則としてそのメンバーは参加できないこととなり

ます。＜記入欄不足の時はコピー活用を＞

３．自動車保険加入の義務

◎競技中に事故が発生した場合、主催者側はその責任を負いません。

※レギュレーション 第２章 第 19 条を参照ください。

◎参加チームは、次の事項に基づき、保険に加入ください。

(1)強制保険

◆出場車両は、対人・搭乗者傷害を対象とする賠償責任保険に強制加入するものとし、2016 年５

月１日までに、次の(2)を最低条件として、各自が最寄りの損害保険会社で保険加入手続きを終

え、保険契約申込書の写しを提出ください。大会当日までに保険契約申込書の写しが提出され

ない場合は、大会に出場できないこととなります。

(2)保険担保額(最低条件)

◆対 人 補 償  無制限

◆搭 乗 者 傷 害   １，０００万円

◆保険担保期間   ７日間(大会開催日前後あわせて)

例：2016 年４月 29 日～５月５日

※大会当日、受付時に即時加入はできません。当事務局で事前にご案内する保険会社のものにあ

らかじめ加入いただくか、他社の同等のもので各自事前にご手配いただくようお願いいたしま

す。

なお、当事務局でご案内する保険会社とは昨年同様の要件(保険掛金含む)で交渉中です。交渉

決定次第、ID 等申込者にメールにてご連絡いたしますのでご検討の上手続きください。

※搭乗者傷害保険については、死亡・後遺障害の対応の保険以外に入院保障・通院補償のある保

険に加入することをお勧めします。

※当事務局では、チームメンバーを対象とした傷害保険（国内旅行保険）も斡旋・紹介いたして

おります。(強制保険ではありません。)

※大会開催日が５月の連休となるため保険会社も休みとなります。ご注意ください。
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４．お願い《ご協力ください！》

◇厳しい財政状況の中での大会開催となることから、Web 登録のみといたします。

また、レギュレーション等の配布もメール添付(PDF による)、若しくは大会ホームページからの

ダウンロードとさせていただきます。

◇’16 WEM 大会開催にあたり自前のピットテント設営を希望されるチームは事前にご連絡ください。

ただし、自前ピットテントを設営しても参加料は変わりません。今回開催の大会テントは１棟３

チームを予定しております。

◇登録についてのご質問等は E－mail：wsr@ogata.or.jp で連絡をお願いします。

◇’16 WEM 大会主催：ワールド・エコノ・ムーブ組織委員会

主  管：特定非営利活動法人 クリーン・エネジー・アライアンス

住  所：秋田県南秋田郡大潟村字中央１－１７

TE L／ F A X：0185－45－3339 (Sun Sun Thank you)

E－mail ：wsr@ogata.or.jp

大会公式：URL http://www.wgc.or.jp


