
年間 - 年間 ¥124,065

一大会（FIMのみが発行できる） ¥50,220 一大会 ¥50,760

年間 ¥174,285 年間 ¥48,735

一大会 ¥67,500 一大会 ¥25,650

年間 ¥83,700 年間 ¥40,365

一大会 ¥25,110 一大会 ¥21,465

年間 ¥65,475 FIMジュニアモトクロス世界選手権 一大会 ¥25,650

一大会 ¥34,020 FIMヴェテランモトクロスワールドカップイベント 一大会 ¥40,365

年間 ¥48,375 年間 ¥25,650

一大会 ¥25,650 一大会 ¥65,610

年間 ¥40,365 年間 ¥34,020

一大会 ¥21,465 一大会 ¥73,845

年間 - 年間 ¥42,390

一大会 ¥13,000 一大会 ¥40,365

ドラッグバイクワールドカップ ¥65,475 年間 ¥21,465

年間 ¥40,365 一大会 ¥48,735

一大会 ¥25,650 年間 ¥25,650

ランドスピードレコード 一大会 ¥34,020 一大会 ¥25,650

年間 ¥41,850 年間 ¥40,365

一大会 ¥24,705 一大会 ¥25,650

年間 ¥41,850 年間 ¥41,850

一大会 ¥24,705 一大会 ¥24,705

年間 ¥31,050 モトクロスジュニアコンチネンタル選手権 年間 ¥34,425

一大会 ¥21,735 年間 ¥41,850

年間 ¥28,485 一大会 ¥24,705

一大会 ¥19,035 年間 ¥31,050

一大会 ¥21,735

年間 ¥25,380

一大会 ¥20,385

年間 ¥65,475 年間 ¥25,380

一大会 ¥34,020 一大会 ¥19,035

年間 ¥40,365

一大会 ¥25,650

ＦＩＭトライアルデナシオン　(インターナショナルトロフィー） ¥29,835

年間 ¥36,180 年間 ¥65,475

一大会 ¥21,465 一大会 ¥34,020

FIMウィメンズトライアルデナシオン 一大会 ¥29,835 ISDE　ウィメンズワールドトロフィー　＆　クラブチーム 一大会 ¥29,835

年間 ¥40,365 年間 ¥40,365

一大会 ¥21,465 一大会 ¥21,465

年間 ¥31,995 年間 ¥40,365

一大会 ¥21,465 一大会 ¥25,650

年間 ¥31,995 FIMエンデューロヴィンテージトロフィー 一大会 ¥25,650

一大会 ¥21,465 年間 ¥31,995

年間 ¥41,850 一大会 ¥21,465

一大会 ¥24,705 年間

年間 ¥30,375 一大会

一大会 ¥20,655 年間 ¥41,850

年間 ¥31,050 一大会 ¥24,705

一大会 ¥21,375 年間 ¥31,050

年間 ¥25,380 一大会 ¥21,735

一大会 ¥19,035 年間 ¥25,380

年間 ¥25,380 一大会 ¥19,035

一大会 ¥19,035

年間 ¥174,285

年間 ¥90,585 一大会 ¥67,500

一大会 ¥34,020 年間 ¥124,065

年間　(FIMのみが発行できる） 一大会 ¥50,760

一大会(FIMのみが発行できる） 年間 ¥73,845

FIMスピードウェイグランプリ世界選手権（ワイルドカード） 一大会(FIMのみが発行できる） ¥84,240 一大会 ¥34,020

年間 ¥40,365 年間 ¥124,065

一大会 ¥25,650 一大会 ¥50,760

年間 ¥40,365 年間 ¥73,845

一大会 ¥25,650 一大会 ¥34,020

年間 ¥41,850 年間 ¥65,475

一大会 ¥24,975 一大会 ¥34,020

モトボールコンチネンタル選手権 一大会 ¥24,975 年間 ¥48,735

年間 ¥31,050 一大会 ¥25,650

一大会 ¥21,735 年間 ¥40,365

年間 ¥25,380 一大会 ¥21,465

一大会 ¥19,035 年間 ¥41,850

一大会 ¥24,705

年間 ¥25,380

一大会 ¥19,035

年間 ¥25,380

FIM・コンチネンタルユニオン　トレーニングキャンプ 一大会 18900 一大会 ¥19,035

モトクロス2021料金 2021料金

トライアル 2021料金

FIMモトクロスMXGP,MX2世界選手権

AMAスーパークロス/FIM世界選手権

FIMサイドカーモトクロス世界選手権　ライダー

FIMサイドカーモトクロス世界選手権　パッセンジャー

FIMウィメンズスノークロスワールドカップイベント

FIMウィメンズモトクロス世界選手権

FIMスーパーモト世界選手権

FIMスノークロス世界選手権

FIMフリースタイルモトクロス世界選手権

FIMモトクロス国際ライセンス

モトクロスコンチネンタル選手権

プロモーショナルコンチネンタル選手権

トラックレースコンチネンタル選手権

FIMトラックレース国際ライセンス

FIMトラックレース世界選手権

スピードウェイグランプリ除く

FIMスピードウェイグランプリ世界選手権

FIMフラットトラックカップ

FIMスピードウェイユース世界選手権/ロングトラックユースワールドカップ/

スピードウェイユース及びトラックレースユースゴールドトロフィー及びゴールドトロフィー

プロモーショナルコンチネンタル選手権

FIMサーキットレース国際ライセンス

FIM　MotoEワールドカップ

FIM　Eバイクモトクロスワールドカップ

スーパーモトコンチネンタル選手権

サイドカー世界選手権　ライダー

サイドカー世界選手権　パッセンジャー

CCRコンチネンタル選手権

ドラッグレースコンチネンタル選手権

CCRジュニア/FIM MotoGPルーキーズカップ/ジュニアMoto3/Supersport300

2021　FIMライセンス料

FIM世界選手権GP　Moto3,Moto2、MotoGP

FIMスーパーバイク/スーパースポーツ600世界選手権

FIM世界耐久選手権/カップ及びスーパーツイントロフィー　チーム

FIM世界耐久選手権/カップ及びスーパーツイントロフィー   ライダー

ロードレース

FIMクロスカントリーラリー世界選手権

ラリーGP

FIMラリー２/クアドクロスカントリーラリーワールドカップ

FIMウィメンズクロスカントリーラリーワールドカップ

FIMジュニアクロスカントリーラリーワールドカップ

ウィメンズ＋ジュニア

FIM　Eバイクエンデューロオープンワールドカップ

FIMトライアル125㏄世界選手権

アシスタント

全ての世界選手権及びプライズ、トライアルデナシオン

プロモーショナルコンチネンタル選手権

¥224,505

FIMトライアルEカップ

トラックレース 2021料金

トライアルコンチネンタル選手権

トライアルコンチネンタル選手権アシスタント

FIMトライアル国際ライセンス

FIMジュニアエンデューロ世界選手権、FIMユースエンデューロ世界選手権、

ウィメンズエンデューロ世界選手権/FIMウィメンズエンデューロワールドカップ

FIMスーパーエンデューロ世界選手権、

FIMジュニア・ウィンウメンズスーパーエンデューロ世界選手権

FIM SSVクロスカントリーラリーワールドカップ　ライダー

FIM SSVクロスカントリーラリーワールドカップ　コアライダー

FIMバハワールドカップ（450cc及びクアド,SSV）ライダー

FIMバハワールドカップ（SSV)　コアドライバー

FIMウィメンズバハワールドカップ、FIMジュニアバハワールドカップ

ウィメンズ＋ジュニアバハ

エンデューロ＆ラリーTT　コンチネンタル選手権

FIMクロスカントリーラリー国際ライセンス

FIMバハ国際ライセンス
トレーニングキャンプ 2021

料金

エンデューロ

クロスカントリーラリー

2021料金

2021料金

トライアル世界選手権/FIMトライアルデナシオン/TDNインターナショナルトロフィー

Xトライアル世界選手権/FIMXトライアルデナシオン/FIMトライアルプライズ

FIMウィメンズトライアル世界選手権

FIMウィメンズトライアルデナシオン

FIMウィメンズトライアル２ワールドカップ

FIMフリースタイル国際ライセンス

プロモーショナルコンチネンタル選手権

エンデューロ世界選手権及びISDE（ワールドトロフィー及びジュニアワールドトロフィー）

FIMエンデューロオープンワールドカップ

エンデューロ/ラリーTTコンチネンタル選手権

FIMエンデューロ及びスーパーエンデューロ国際ライセンス

プロモーショナルコンチネンタル選手権

FIMウィメンズ国際ライセンス


