アルペン・クラシックカー・ラリー ワンデー 2018

参加募集要項
●日時

2018年５月26日・土曜日 現地 AM7：00集合

●場所

群馬サイクルスポーツセンター

● 競技内容

ラリー講習会・SS
（全走行区間）
午前・午後、数本を予定。

● 参加可能車両

道路交通法に基づいた車両であること。
（ナンバー付きの全ての車両）

● 安全整備規定

◯ヘルメット ＝ フルフェイスまたはジェット型。
（オープン車両はフルフェイス）

◯服装 ＝ 長袖・長ズボンで肌の露出がないもの。
（レーシングスーツの着用を強く推奨します。
）

◯シューズ ＝ レーシングシューズまたは履き慣れた運動靴。

◯グローブ ＝ レーシンググローブまたは同等の素材を有するもの。
● 任意保険

● 誓約書

ラリー競技に適応した任意保険の加入が必須です。

※通常の任意保険は、
ラリー競技には適応していないため、
通常の任意保険とは別に
ラリー競技に適応した任意保険への加入が必要です。
※参加者側で加入する場合は本ラリー申込時に
「ラリー競技に有効な保険の写し」
を
同封してください。

ご署名ご捺印の上、
本ラリー申込時にご提出ください。

《誓約書が無い場合には参加をお断りする場合がございます。
》

● エントリー方法

別紙の参加申込書に必要事項を記入し、
メール添付または郵送、
FAXにてご返信ください。

● 参加費用

￥50,000（税込み）+保険料15,000円

● 申込締切

2018年4月16日 月曜日

● 参加費用振込先

下記口座にお振込みをお願い致します。
銀行：三井住友銀行 支店名：本店営業部
口座：普通 口座番号：2523806
名義：カ）ダブリューズカンパニー

合計65,000円

＊ ラリー競技自動車保険料15,000円を含みます。
（30歳以上の場合。詳細は、ラリー競技自動車保険申込書をご参照ください）
＊ ラリー保険に各自で加入される方は、保険料15,000円を差し引いた金額をご入金ください。
＊ １チーム（2名／1台分）

※振込確認され次第 エントリー受理を致しますが、参加台数が多い際にお断りする
可能性も御座います。その際のエントリーフィーは、後日返金させて頂きます。
※誠に恐れ入りますが、振込手数料は御負担下さいますようお願い申し上げます。

● お問合せ

アルペン・クラシックカー・ラリー 大会事務局

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-35-11 代官山タワー #206
株式会社ダブリューズカンパニー内 担当：黒田 るみ（くろだ・るみ）
Te l : 03-5728-7330 Fax:03-5728-7329
Mail : info@accr-japan.com
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参加申込書

>>エントリーはメールまたはFAXにてお願いします。

Fax:03-5728-7329 ／ Mail:info@accr-japan.com
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誓約書
１．私は、
平成30年5月26日に開催される
「アルペン・クラシック・カー・ラリー ワンデー2018」の参加者として、
開催期間中、大会の定める規則を厳守し、従う事を誓います。
２．本大会開催中、私が加害者あるいは被害者となる事故やトラブルが起こった場合、
速やかに最寄りの警察署、消防署、運営事務局に通報の上対処し、すべての責任を負い、
主催者および関係者に一切負担や迷惑をおかけ致しません。
３．開催期間中、天変地異・社会情勢・不可抗力等、主催者の責に介さない理由による
イベントの中止あるいは短縮の決定は、主催者および関係者に委ね、
中止あるいは短縮になっても参加費の返済を求めません。
４．運転に際しては、道路交通法を厳守して交通安全を再優先し、
他者に対して危険となる運転は行わない事を誓約致します。
５．大会への参加に際し、私は大会期間中有効なラリー競技に適応した
任意保険への加入をしています。
６．本大会に関する、取材・報道・写真・録音・録画の対象となることは主催者の権限であり、
対価の要求は致しません。また、私たちの氏名・写真・映像を使用、公表することは
主催者の権限であることを承諾致します。
７．本大会開催中、誓約書に記載してある事項に反した場合、大会への参加続行の判断は、
主催者・関係者に委ね、決して異議申し立ては致しません。
私は、
「アルペン・クラシック・カー・ラリー ワンデー2018」の参加者として、
上記の事項を厳守することを誓います。
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＊ Car No.

ラリー競技自動車保険申込書

事務局記入欄

ALPINE CLASSIC CAR RALLY 大会事務局

ラリー競技自動車保険に必ず加入しなければならない。ただし、参加者側で用意する場合は、
本ラリー申し込み時に、
「ラリー競技に有効な保険の写し」を同封しなければならない。
１：ラリー競技自動車保険の申込
●ラリー競技に有効な自動車保険の申込は、
本ラリー参加申込書とともに郵送しなければいけない。
また、
保険料は、
参加費とともに事前に振り込まなければいけない。
●申し込みの際には、
・ラリー競技自動車保険申込書
（本状）
・参加車輌の車検証の写し
を必ず添え、
同封しなければならない。
●本ラリー競技自動車保険は、
ラリー競技参加車両１台につき１口分、
加入しなければならない。
●本ラリー競技自動車保険は、
コ・ドライバーがドライブする場合でも担保する。
ただし、
コ・ドライバーが他人の場合に限る。
コ・ドライバーがドライブする場合で、
かつ親族である場合には、
該当する年齢条件によって担保する条件が異なる
（この場合には、
必ず、
事務局までご相談ください）
。
●本ラリー競技自動車保険は、
手続きの都合上、4月30日・火曜日以降の受付はできない。

2：保険料は、下記の通りとします。
（該当する金額部分を○印で囲んでください。
）
保険料

年齢条件

21歳未満不担保

25,000円

30歳未満不担保

15,000円

26歳未満不担保

20,000円

保証内容は、
対人1億円／対物200万円・免責10万円／搭乗者傷害1,000万円
（死亡・後遺障害のみ）

3：お申込
《申込日： 2018 年

月

ふりがな

日》
ドライバー

氏名

氏名
西暦

生年月日
電話番号

年
-

月

日（満

歳）

中型条件付 取得
普通
昭和・平成
他（
）
年 月
年

月

西暦

生年月日
電話番号

-

〒

住所

期限： 平成

コドライバー

ふりがな

日まで有効

免許の色： ゴールド ・ 青 ・ 緑

日（満
-

年

月

運転免許証

日まで有効

免許の色： ゴールド ・ 青 ・ 緑

参加車両名
車両年式
車両登録番号
●本ラリー競技自動車保険の適用期間は、2018年5月26日・土曜日
群馬サイクルスポーツセンター内での競技スタートからフィニッシュまでとする。
＊事務局記入欄

受付番号

受付日

歳）

〒

中型条件付 取得
普通
昭和・平成
他（
）
年 月
期限： 平成

月

-

住所
運転免許証

年

入 金

Car No.

備 考
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参加車両規定

ALPINE CLASSIC CAR RALLY 競技委員会

【服装規定】
▷安全ベルト：

安全ベルトは、
ターン式バックル、あるいはレバー式のワンタッチ式フルハーネスタイプなど、
４点式以上の安全ベルトを装着することを強く推奨する。
ただし、現代車の場合はこの条件を除く。

▷非常用停止表示板（三角停止板） 非常用信号灯（発煙筒）

非常用停止表示板（三角停止板）を1枚、非常用信号灯
（発煙筒）を1点、搭載することを義務とする。

▷ヘルメット

レーシングスーツ ドライビンググローブ：

ヘルメット、長袖、長ズボン、ドライビンググローブを着用することを義務とする。
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エントリー関係書類リスト
ALPINE CLASSIC CAR RALLY 大会事務局

「アルペン・クラシックカー・ラリー 2018」に出走するために必要な書類関係リストです。
エントリーの際、以下の書類が揃っているか、確認用としてもご利用ください。

記入していただく書類

□ 1 ）参加申込書

＊印鑑を押していただく箇所があります（ケースによって押していただく数が異なります）
。

□ 2 ）誓約書

＊ドライバー、
コ・ドライバーの署名・捺印のあるもの。

□ 3 ）ラリー競技自動車保険参加申込書

＊ただし、各自でご用意いただける場合は、
本ラリーお申し込み時に、
「ラリー競技に有効な保険の写し」を同封してください。

コピーしていただく書類

□ 4 ）参加車両の車検証のコピー（1枚）
□ 5 ）参加車両の自賠責保険証のコピー（1枚）

申込先

事務局
（下記）宛、
2018年4月16日・月曜日までに郵送またはメール、FAXにてお申し込みいただき、ご入金下さい。
〒150-0021
東京都渋谷区恵比寿西1-35-11 代官山タワー #206
株式会社ダブリューズカンパニー内
アルペン・クラシックカー・ラリー大会事務局 宛
担当：黒田 るみ(くろだ・るみ）
Te l : 090-3106-5026 ／03-5728-7330
Fax:03-5728-7329
Mail : info@accr-japan.com
＊エントリー関係の書類に記載されたデータや情報は、本ラリーを開催するための目的以外には、いっさい使用することはありません。
また、お預かりした書類は、お返しいたしません。ご了承ください。
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大会タイムスケジュール（予定）
Ver.01

Time

Contents

[ 時間 ]

[ 内容 ]

Place
[ 場所 ]

07:00-08:00

集合・受付・装備品確認

群馬サイクルスポーツセンター

08:00-09:00

講習・ブリーフィング

群馬サイクルスポーツセンター
2F

09:00-10:00

レッキ

コース上

10:00-

SS数本

コース上

昼食

※昼食をご用意しています。
競技から戻り次第、
順次おとりください。

群馬サイクルスポーツセンター
2F

13:00-

SS数本

コース上

16:30

終了

群馬サイクルスポーツセンター

17:00

解散

群馬サイクルスポーツセンター

12:00-

