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この夏に差をつけろ!!
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通常カリキュラムを特別受講！



ツインリンクもてぎから車で1分

充実した教育環境

トップドライバーを目指す為の熟練したトレーニング

個人にあったフィジカル・メンタル
トレーニング

一条校とは違った個別指導型教育法を導入

走行実習と一般教養課程の
同時習得
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サマープログラムの特徴

通常のカリキュラムが体験できる！！

カートまたはフォーミュラーによる走行実習
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『ツインリンクもてぎ』
各コースでの走行実習

3日間のプログラムに参加す

ると修了証が発行されます。

この夏、一緒に走ってライバルに差をつけましょう！！
たくさんの子供たちに会えることを楽しみにしています。

学校長 野田英樹



期間 2014年8月19日（火）～8月21日（木）

場所 栃木県茂木町「NODAレーシングアカデミー」
所在地: 栃木県芳賀郡茂木町鮎田2020
URL http://www.noda-racing-academy.org

内容 1）走行実習 ※詳細別記
<カート カリキュラム>
・年齢、経験、性別を問いません。初心者可。
<カート＆フォーミュラ カリキュラム>
①カートレース参戦経験3レース以上
②練習期間1年以上
③身長140ｃｍ以上

2）講義
・エンジニアリング
・レース活動への支援要請ノウハウ修得 など

3）フィジカルおよびメンタル・トレーニング、レース
※参加者の交流・親交を図るバーベキューなどのリクリエーションも実施

定員 10名 ※最低開校人員 5名
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サマープログラム概要



1）ドライビング技術
・スロットル操作
・ステアリング操作
・ブレーキング操作
・タイヤの使い方
・エンジンの使い方
・荷重変化によるマシンの挙動理解

2）セッティング
・セッティングによるマシンの挙動変化
・キャブレターセッティング
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走行実習概要



トレーニング用車両

■フォーミュラーカー

 メーカー FORMULA MODENA

 モ デ ル Racing K600R

 サスペンション ダブルウィッシュボーン

 全 長 1850mm

 車 幅 1490mm

 エ ン ジ ン YAMAHA-4気筒

600cc 100HP

 車 重 量 270kg

 ホ イ ー ル 10×8″

 燃料タンク アルミ製14リッタータンク

 制 動 装 置 ディスクブレーキ

 最 高 速 200km/h

 生 産 国 イタリア

 所 有 台 数 5台
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■カート
 CRGまたはエナジーレーシングカート使用予定



サマープログラム 受講日程
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※受講内容は、予告なく変更される場合があります。

18日（月） 19日（火） 20日（水） 21日（木）

4:30 起床・移動 起床・移動

6：00～

7:30 起床

8:00 朝食

 8：30～ 8：50 校外清掃

 9：00～ 撤収・移動 撤収・移動

10：00～10：50 走行後講義 走行後講義

10：45～11：30 自律神経測定後の
説明とアドバイス

11：00～11：50 エンジニアリング講義 エンジニアリング講義

11：50～13：00 昼食 昼食 11：30～12：30
昼食

13：00～
 


12：30～13：50
フォーミュラーカー
オリエンテーション

（シート合わせ）

14：00～14：30 フォーミュラーカー
積み込み

14：45～16：30 マシン清掃＆整備
自律神経測定 マシン清掃＆整備 14：45～16：15

軽トラ実習

16：45～17：15 校内清掃 16:20

         ～17：30 夕食準備

18：00～ （カート搬入） 校内清掃

18：40～ 夕食準備

19：00～ 夕食 19：30～
修了式・修了証授与

20：00～ 集合 入浴 入浴 解散

20：30～ 21：00 入校式
オリエンテーション

21:30 就寝 就寝 就寝

17：00～
走行実習

ツインリンクもてぎ
南コース

走行実習
ツインリンクもてぎ

カートランド

走行実習
ツインリンクもてぎ
北ショートコース

9：00～10：30
クロスフィット・トレーニ

ング

NRA生徒との
交流球技大会

夕食

セールス
プレゼンテーション セルエクササイズ
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サマープログラム 受講料金
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カートカリキュラム

89,000円
(税別)

【宿泊・食事費・マシン使用料 含む】

※持ち込みカートを使用する場合は、
77,000円（税別）となります。

※経験不問。初心者可。
※カートのみでのトレーニングです。
※クラッシュによるダメージは、別途清算となります。
※宿泊は、本校内宿泊室を共同使用。

カート＆フォーミュラ
カリキュラム

128,000円
(税別)

【宿泊・食事費・マシン使用料 含む】

※持ち込みカートを使用する場合は、
118,000円（税別）となります。

※走行条件あり。
※カートとフォーミュラを使ったトレーニングです。
※クラッシュによるダメージは、別途清算となります。

※宿泊は、本校内宿泊室を共同使用。



申し込み・参加要領

■申し込み方法

①先ずはお電話かメールにて申し込みの予約をして下さい。
折り返し、受講要領、申込書および誓約書をお送りします。

②「カート カリキュラム」または「カート＆フォーミュラ カリキュラム」のいずれ
かを選び、申込書および誓約書に必要事項をご記入のうえ、返送してください。

③あわせて、受講料を指定の口座にお振込み下さい。
④入金確認後、1週間以内に受講証をお送りします。

※原則として、キャンセルの場合も、受講料の払い戻しは出来ません。
※天候の悪化等により、止むを得ず途中中断、内容等を変更する場合もあります。

■問い合わせ・申し込み先
NODAレーシングアカデミー
電話 0285-63-0155
FAX   0285-81-3160
e-mail  info@noda-racing-academy.org

■参加要領
当日の持ち物

・受講証、健康保険証（控え可）
・レーシングスーツおよびシューズ、ヘルメット、グローブ、トレーニングウェア

・屋内用運動靴、着替え（3日分）、洗面具、タオルなど.
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講義室

メンテナンスルーム

エクササイズ室

フィットネスルーム教 室
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NODAレーシングアカデミー 施設

校舎全景
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【北ショート】
カート、2輪、安全運転トレーニング。全長1ｋｍ

【南コース】
ロードコースの南に位置するアスファルトフラット路面の多目的コース。
ジムカーナ、安全教育等、目的に合わせコースをレイアウトできる。
1.2kmのコースを使用

サマープログラム使用コース一覧

【カートランド】
全長576mカート用コース
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NODAレーシングアカデミーの毎日

早朝の走行実習から始まるNODAレーシングアカデミーの一日は、マシン整備、フィジカルおよ
びメンタル・トレーニング、レース活動への支援要請のノウハウなど、そのすべてが、プロの
レーシングドライバーを目指すためのプログラムで構成されています。さらに、英会話、一般学
習も組み込まれています。少人数・個別指導で、世界で活躍できる品格の高いレーシングドライ
バーを育成しています。


