2016 年

D1 Driver License Renewal Application Details(JAPAN)
2015 年 11 月 4 日発行
November 4th, 2015

この詳細書は、D1 規則書、D1 シリーズ規則、D1SL シリーズ規則より、D1 東西シリーズ規則、D1 レディース
リーグシリーズ規則より、ライセンスに関する事項を抜粋し、日本固有の細則を記述したものです。2015 年度から
2016 年度へのライセンス更新はこの詳細書を基準に手続きを進めます。
These details make extracts from the rules of D1, D1 Series, D1SL Series, D1 East West Series and D1 Ladies
League Series in terms of the license and it is stated the details of Japanese own rule. The license renewal from 2015
through 2016 is to be processed based on these details here for
◆Ｄ１ドライバーズライセンスの受給者は普通自動車運転免許証を保持していなければならない。（取得年齢に達し
ていない場合を除く）
D1 driver license holder must have a regular driver license. (Except for a driver who is not reach the qualifying age).

◆D1 ドライバーズライセンス種別およびエントリー可能カテゴリー◆ （各シリーズ規則にて規定）
D1 driver license classification/Available events to entry (It is set by each series rule)
競技会格式
Competition Status
参加カテゴリー

国際

国際

国内

国内

国内

International

International

Domestic

Domestic

Domestic

World Series

D1GP

D１SL

シリーズ

Entrycategory

A

B

D1SL Series

D1 East

D1GP Series

ライセンス種類

(JAPAN)

D1 レディース

D1 地方戦

リーグ

D1

D1

Local Series

Ladies

League

West Series
License class
国際 International
Ｄ１ スーパーライセンス

○

○

×

×

×

×

×

○

○

○

○

×

×

×

○

○

○

○

D1 super license
国際 International
Ｄ１ GP ライセンス
D1 GP license
国内 Domestic
Ｄ１ A ライセンス

※注 1

D1 A license
国内 Domestic
Ｄ１ B ライセンス

×

×

×

○

○

○

×

×

×

×

○

○

D1 B license
国内 Domestic
Ｄ１ E ライセンス
D1 E license

国内ライセンスは日本国内の大会のみ参戦できる。（他国のシリーズへの参加は不可）
A domestic license holder is qualified to participate in the completion in Japan but it is NOT applicable for foreign
countries’ competitions.
※注 1）Ｄ1 ストリートリーガルシリーズでのポイント獲得者は地方戦全国大会へ出場できない。

.Point holder of D1 street legal series is not qualified to participate in a local series national competition. In addition,

◆更新条件◆（更新申請期間＝2015 年 11 月 25 日～2016 年 1 月 15 日）
◆Renewal condition◆（Renewal application period From Nobember 25, 2015 through January 15, 2016）
格式

種類

更新 （D1 規則規定）

昇格（新規）

（各シリーズ規則規定）

Statues

Class

Renewal (D1 set rule)

Promotion (anew)

(Set by per series rule)

国際

Ｄ１ スーパーライセン

1）2015 年 D1GP シリーズランキング上位 8 名の者

International

ス

2）D1GP シリーズチャンピオン経験者で 2015 年シリーズに参戦していた者

D1 super license

3）2011 年以降の D1GP ラウンドチャンピオン経験者で 2015 年 D1GP シリ
ーズに参戦していた者
4）D1JO（D1

JAPAN ORGANIZATION）が特別に認定した者

1)Top 8 drivers for 2015 D1GP series ranking
2)The Person who experienced D1GP series champion and participated in the
series in 2015
3) The Person who experienced D1GP round champion（after2011）and participated
in the series in 2015
4) The person D1 JO （D1 JAPAN ORGANIZATION）authorized exceptionally

国際

Ｄ１ GP ライセンス

2015 年

1）2015 年 D1SL シリーズにて 10 ポイント以上獲得した者（※）

International

D1 GP license

GP ライセンス保持者

2）2015 年 D1 東西シリーズにて 20 ポイント以上獲得した者（※）

2015

3）D1JO が特別に認定した者

GP license holder

1) The person who got more than 10 points at D1SL Series in 2015.（※）
2) The person who got more than 20 points at D1 East West Series in 2015.（※）
3) The person D1 JO authorized exceptionally.

国内

Ｄ１ A ライセンス

2015 年

1）2015 年 D1 東西シリーズにて 10 ポイント以上獲得した者（※）

Domestic

D1 A license

A ライセンス保持者

2）2015 年レディースリーグにて 10 ポイント以上獲得した者（※）

2015

3）2015 年 D1 地方戦にて 20 ポイント以上獲得した者（複数地区のポイント合

D1 A license holder

算可）
（※）
4）2015 年 D1 ライセンス選考会にて選考会審判員より認定された者
5）D1JO が特別に認定した者
1) The person who got more than 10 points at D1 East West Series in 2015.（※）
2) The person who got more than 10 points at Ladies League in , 2015.（※）
3) The person who got more than 20 points at D1 local series in 2015. (Each point
of local series can be added up.)（※）
3) The person who was acknowledged by the judges at D1 license screening
conference in 2015.
4) The person D1 JO authorized exceptionally.

国内

Ｄ１ B ライセンス

2015 年

1）2015 年Ｅライセンス保持者で D1 地方戦に出場し、１ポイント以上獲得した

Domestic

D1 B license

B ライセンス保持者

者（※）

2015

2）2015 年Ｅライセンス保持者で D1 レディースリーグに出場し、1 ポイント以

D1 B license holder

上獲得した者（※）
3）2015 年 D1 ライセンス選考会にて選考会審判員より認定された者
4）D1JO が特別に認定した者
1)The person who is an E license holder, participated in local completion and got
more than 1 point in 2015.（※）

2) The person who is an E license holder, participated in D1 Ladies League and got
more than 1 point in 2015.（※）
3) The person who was acknowledged by the judges at D1 license screening
conference in 2015.
4) The person D1 JO authorized exceptionally.
国内

Ｄ１ E ライセンス

Domestic

D1 E

1）ライセンス講習回を受講し、ライセンス申請・申請料金の支払いをした者。当
日支給。
（※E ライセンスはエントリーライセンスとして特化され、取得年に限

license

り有効なライセンスとなります。更新制ではなくなりました。）
1）The person who has take the license seminar and completed the payment of the
license application.（Day supply）
（※E license is specialized as an entry license, and it becomes an effective
license only for the acquisition year. It was not an renewal system;）

（※）次年度へのライセンス昇格条件は変更になる可能性があります。
（※）The conditions of license promotion to next year will be revised

◆申請手数料◆Application fee◆

更新

スーパーライセンス

GP ライセンス

A ライセンス

B ライセンス

E ライセンス

D1 Super license

D1 GP license

D1 A license

D1 B license

D1 E license

￥25,000

￥15,000

￥5,000

￥30,000

￥20,000

￥10,000

Renewal

昇格（新規）

￥40,000

￥2,000

Promotion (Anew)

ウェブ手続き以外での申請の場合、別途手数料￥1,000 が必要です。
Additional ￥1,000 shall be charged except for online application.
ライセンスが昇格する場合は「昇格（新規）
」の料金となります。同格、または降格で申請する場合は「更新」料金となります。
Promotion fee (anew) will be charged in case license is promoted. If it is applied as equal or demotion grade, renewal rate shall be
charged.
紛失・破損等によるライセンスカードの再発行手数料：各ライセンスの新規申請料金と同金額
Reissuing fee from loss or damage of a license card: The rate is the same as the new application rate of each license category.
スポンサー変更等による顔写真差替えの再発行手数料：￥5,000（既存のカードは返却すること）
Reissuing fee from the photograph replacement on a license card in case of sponsor replacement: ￥5000
returned）
【申請料金振込先】
：

Bank Name:RESONA BANK LTD.
Branch:SHINTOSHIN BANKING DEPARTMENT
Account:3429205
Swift Code:DIWAJPJT
Address:6-12-1 Nishishinjyuku,Shinjuku-ku,Tokyo,160-0023 JAPAN
SUNPROSco.,LTD. D1Dept
Shinjyuku-Eastside-Square 7F
6-27-30 Shinjyuku,Shinjyuku-ku,Tokyo,160-0022 JAPAN

◆有効期限・失効◆Expiration date・Lapse◆

（Existing card needed to be

ライセンス有効期限

2016 年

1 月 1 日～12 月 31 日

1 年間

Expiration date

January 1st, .2016～December 31st,.2016（One year）

ライセンス失効

●2015 年ドライバーズライセンス保持者で当年度ドライバーズライセンスの更新をしな

Lapse

かった者
The person who was a driver license holder in 2015 and did not renew a driver license for current year.

●氏名、年齢等の個人情報ならびにライセンス獲得日時などを偽り不正に取得した者
The person who obtained a license dishonestly from the name, age, personal information or license issuing date not
correct.

●一般公道にて暴走行為を行うなど、社会的違法行為に及んだ者
The person who made a social illegal act such as reckless driving on public road.

●Ｄ１代表機関の判断によりライセンス無効、または停止処分とされた者
The person who was suspended by the judgment of D1 representative committee

◆その他◆◆Others◆


ライセンスカードは入場用クレデンシャルパスとしての使用は不可とします。
Any driver license card can not be used as a credential pass for door admission.



入場パスとして有効な大会がある場合は、当該大会毎に規定されます。
When an entrance pass includes an effective meeting,an effective license card shall be supplied for entry pass at each competition.

