
子どもカート料金表

※7 歳以上、身長 125 ㎝以上

※Ages 7 and over. More than 125cm tall(body height)

お試しパック

ベーシックパック

6 分追加

6 分

6 分✖5 枚 回数券

6 分✖10 枚 回数券

Trial Package (6 min×2)
(6 分✖2 回走行体験 )

Basic Package (6 min×3)
(6 分✖3 回走行体験 )

メニュー　　　　　　　  一般料金　　　　　会員料金　　　　　　　　　　内容
Menu　　　　　　　　　　  General Course　　　　　   Members　　　　　　　　　　　　　  Points

スペシャルパック
Special Package
(6 分 +9 分 +9 分走行体験 )

 (6 min+9 min+9 min)

Add 6 min

6 min

6 min×5 sets(book of tickets)

6 min×10 sets(book of tickets)

休憩を入れて 2 度走れるメニューです。

一般走行の基本メニューです。

沢山走れる人気プラン︕

追加で 6 分走行ができます。

会員走行の基本メニューです。

有効期限はございません。

You can enjoy karting 2 times.

Standard plan of general course.
We recommend for beginners.

初めての方におすすめです。

1 日で大幅レベルアップ可能です。
A popular menu. Level up in one day.

Additional menu.

Standard plan for members.

No expriration date.

有効期限はございません。
No expriration date.

5,000 円

7,000 円

8,000 円

3,000 円

1,700 円

7,000 円

13,000 円

For Kids

4 分走行
4 min

ジュニアカート
Junior Kart

小学生向けの本格カート︕

4 分✖5 回 回数券

メニュー　　　　　　　  一般料金　　　　　　　　　　　　　　　内容
Menu　　　　　　　　　　   General Course　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 Points

1,000 円

4,000 円
4 min×5 sets (book of tickets)

Standard plan. Unable to drive on a raniy day.

有効期限はございません。
No expriration date.

基本のメニュー。雨天時は走行できません。

※2 ～ 3 歳︓保護者同乗、4 歳～︓1 人乗り

※Age 2 ~ 3 ︓ Ride with a guardian / Age 4 ～︓Single-seater

キッズカート
Kids Kart

2 歳から 6 歳向けの自分で運転できるカート︕

ヘルメットをレンタルされる方は、衛生のため着用をお願いしています。

走行に必要なもの
350 円
350 円
600 円 グローブとフェイスマスクをセットで購入頂くと 100 円お安くなります。

グローブや滑り止め付きの軍手をお持ちの方は購入不要です。グローブ
フェイスマスク
セット販売

Kartwear

The head sock

The set of kartwear 

The pair of gloves

※浜名湖店・大阪舞洲店・前橋店で乗車可能

※Available to ride at Hamanako, Osaka Maishima, Maebashi store

※奈良阪奈店のみ小学 3 年生以上、身長 125cm 以上

※Nara Hanna store : 3rd grader and over. More than 125cm tall
お試しパック

ベーシックパック

5 周追加

10 周✖3 回セット

10 周✖5 枚 回数券

10 周✖10 枚 回数券

Trial Package (10 laps)
(10 周走行体験 )

Basic Package (15 laps)
(15 周走行体験 )

メニュー　　　　　　　  一般料金　　　　　会員料金　　　　　　　　　　    内容
Menu　　　　　　　　　　  General Course　　　　　   Members　　　　　　　　　　　　　       Points

大人カート料金表 ※中学生以上、身長 145 ㎝以上
※Junior high school students or older

メニュー　　　　　　　  一般料金　　　　　会員料金　　　　　　　　　　　内容
Menu　　　　　　　　　　  General Course　　　　　   Members　　　　　　　　　　　　　 　  Points

2 人乗りカート

3 周
3 laps

スペシャルパック
Special Package (20 laps)
(20 周走行体験 )

Add 5 laps

10 laps×5 sets(book of tickets)

10 laps×3 sets

10 laps×10 sets(book of tickets)

手軽に楽しむお試しメニューです。

一般走行の基本メニューです。

男性１番人気︕たっぷり走れて、

追加で 5 周走行ができます。

購入当日のみご利用可能です。

有効期限はございません。

A trial menu.

A standard plan of general course.
We recommend for beginners.

初めての方や女性の方におすすめです。

1 日で大幅レベルアップ可能です。
Our popular menu. 

Additional menu.

Available on the day.

No expriration date.

有効期限はございません。
No expriration date.

5,000 円

7,000 円

8,000 円

3,000 円

2,200 円

5,800 円

9,000 円

16,000 円

Single seater

4,000 円 2,000 円

Two seater

運転者︓高校生以上、145cm 以上 / 同乗者 : 身長 100 ㎝ ( 大阪舞洲店 120cm) 以上

年会費
Annual fees

初年度
The first year

5,000 円 2,500 円2,000 円
ISK 定額会員

Monthly fee Points
内容月会費

Monthly Membership

初回のみ10,780 円

運転者と同乗者の 2 人分の料金です。
The price for two people.

5,300 円 / 台

1 時間走り放題 1 hour karting

モーニング走行
6,300 円 / 台

レースパック
（練習 5 周 + レース 10 周）

(5 laps practice＋10 laps race)
Race Package

レースの際は仲間だけでコースを貸切出来ます。
Enjoy the race with your friends. 

On weekdays 4 people or more.

7,000 円 3,200 円
【利用条件】4 名様以上でご利用可能

平日４名様以上、土日祝 6 名様以上 On holidays 6 people or more.

Additional Race(10 laps)

リベンジレース 追加でレースを楽しめるメニューです。
Those who used ʻRace packʼ can
enjoy the race again.

3,500 円 1,100 円
【利用条件】人数はレースパックと同条件

レースパック後にご利用可能
( レース 10 周 )

ISK 会員 Membership 年間 2 回以上走行される方にオススメ︕

レースパック

各店舗のスケジュールをご確認下さい。1 hour karting at morning

ナイト走行
1 hour karting at night

メニュー　　　　　　　  平日料金　　　　 土日祝料金　　　　　　　　 走行可能日時 
Menu　　　　　　　　　　       Weekdays　　　 Weekends & Holidays　  　　　　　　　　 　 Available  

グループでレースを楽しむならコレ︕

定額会員
 Monthly Memberhip

Race Package

会員限定︕たっぷり走れる特別メニュー︕

タイムアタック Time attack

1 日 1 回 10 周走行ができる定額プラン︕
登録手数料

Registration fee

3,300 円

タイムを計ってカートを楽しむ基本メニュー︕

You can level up in one day.

ライセンス保持者は特別カートも利用できます。
10 laps once a day.

Driver : High school students or older, More than 145cm tall

①走行料金が一般料金の半額以下︕
②ポイントが貯まる︕（税抜 100 円で１P、500P 毎にご利用可能）
③誕生月のご来店で 1,500P プレゼント !
④全国各地の直営店・提携店でも会員料金で走行可能︕
⑤目標タイムをクリアするとライセンスゲット︕さらに速いカートに乗れる︕
⑥耐久レースやイベントに参加できる︕
⑦会員限定のオトクなキャンペーンが盛りだくさん︕

1 年に 2 回以上カートをするなら
絶対オススメの ISK 会員︕

会員専用アプリで
オトクな情報 GET ︕

ISK 会員特典

*Osaka Maishima store :※大阪舞洲店のみ︓
Available 4 people or more,

浜名湖店・大阪舞洲店・前橋店で乗車可能

4 分
4 min

More than 145cm tall(body height)

Available to ride at Hamanako, Osaka Maishima, Maebashi store

Please check the schedule of each store.

The first year(Family members)From the second year
2 年目以降 初年度（家族会員）

 Passenger : More than 100cm tall (Osaka Mashima store : More than 120cm tall)


