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エントリー受付 選考審査および諸手続の関係上、エントリーの受付は2019年9月30日(月)といたします。

開催日 2019年11月8日（金）、9日（土）、10日（日）

参加募集要項

最小催行台数 20台
＊出走台数が満たない場合には中止することがございます。

名　称
1993年以前に製造されたクラシックカーによる、本格的なターマックラリー。
今年は2020年WRCテストイベントとして開催される
Central Rally Aichi/Gifu（国際格式ラリー）との併催になります。

ACCR Central Rally Aichi/Gifu

特別講習会 2019年9月14日（土）
群馬サイクルスポーツセンターにて開催
※国際格式ラリー、全日本格式ラリーに参加されたことのない方は必ずコドライバーと共にご参加ください。

開催場所および
ラリー・コース
（予定）

愛知県長久手市　愛・地球博記念公園モリコロパーク及び
岡崎市、豊田市、新城市、長久手市、設楽町、岐阜県内

【1日目: 11月8日（金）】
10:00モリコロパーク集合～受付11:00レッキスタート（終日レッキ）

【2日目: 11月9日（土）】
早朝～レッキ/車検～午後SS LEG1スタート

【3日目: 11月10日（日）】
午前SS LEG2～15:00表彰式

参加可能な車両 1993年までに生産された車両及びその同型車（マイナーチェンジを含む、エンジン同型車両）で、
車検と取得し一般公道を走行できる車両に限ります。
※詳細は車両規則書をご確認ください。
※JAF公認準国内競技となるため、国内B級ライセンス以上のライセンスが必要となります。
   （ドライバー、コドライバー共に）
   ライセンスをお持ちでない方は事務局にご連絡ください。
   取得のお手続きをサポートいたします。

ラリー競技
自動車保険

大会参加にはラリー保険に必ず加入しなくてはなりません。
ご自身でお手配されるか、下記へお申込み願います。
担当：トヨタカローラ群馬　青柳要一　様
090-3518-6745 　fax 0277-52-6411
もしくは、Facebookメッセンジャーから青柳様宛てに
車検証と保険申込書をお送りください。

参加費用 240,000円(税込)
費用に含まれるもの（エントリーフィー１チーム2名、車検専用メカニック費用、お二人分の全日程の昼食）
※宿泊費、ラリー保険、レッキ用レンタカー、各自のメカニック費用は含まれません。
※宿泊先及びレンタカーについては事務局にてまとめて仮予約しております。
　詳しくは補足資料をご確認ください。
※本ラリーは、8日のレッキ中に車検が行われます。レッキは競技車輌以外の車にて実施します。
　ACCR専用の車検サポートメカニックは事務局にて手配しております。
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問い合わせ
〒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
Tel :03-5728-7330
Fax:03-5728-7329
Mail : info@accr-japan.com

アルペン・クラシックカー・ラリー 大会事務局

エントリー 本大会に出場を希望される方は、参加費をお振込の上
参加申込書など、すべての必要書類を記入し、2019年9月30日までに
郵送または、メール、faxにて事務局宛てにお申込みください。

振込先 三井住友銀行　本店営業部　普通口座　2523806
カ）ダブリューズカンパニー
※参加承認の最終決定は、2019年10月に大会事務局より受理書にて通知を行います。
　なお、お申込みいただいたにも関わらず、お受けできなかった場合のみ参加費用を指定口座へ返金いたします。

ACCRセントラルラリー 愛知／岐阜

※アンテナキットは、全日本ラリーモントレー、ラリー北海道に出たことのある方は
お持ちのはずです。詳細は車輌規則書でご確認ください。
2020年以後の各地のJAF戦ではRallySafeが必須になるとのことで調整されておりますので、
お持ちでない方は必ずご購入ください。

CENTRAL RALLY AICHI/GIFU
エントリーフィー 240,000円 9/30

レッキ用レンタカー
(希望者のみ) 16,500円 9/30

アンテナキット RallySafe用
(お持ちでない方のみ) 25,000円 9/30

9/14 Practice
(群馬サイクルスポーツセンター) 50,000円 9/4

項目 金額 入金〆切日



ラリー競技自動車保険申込書
ALPINE CLASSIC CAR RALLY  大会事務局

事務局記入欄
＊ Car No.

＊事務局記入欄
受付番号 受付日 入  金 Car No. 備  考

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、
。いならなばれけなし封同を」し写の険保な効有に技競ーリラ「、に時み込し申ーリラ本

●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、8月1日・水曜日以降の受付はできない。

１： ラリー競技自動車保険の申込

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。）

●本ラリー競技自動車保険の適用期間は、2019年11月９日(土)から11月10日(日)までとする。
。るすと上スーコの」ufiG/ihciA yllaR lartneC RCCA「、は間区用適険保   

3： お申込

年齢条件 保険料
21歳未満不担保
26歳未満不担保
30歳未満不担保
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）

25,000円
20,000円
15,000円

《申込日：　2019年　    月    　日 》

運転免許証
中型条件付
普通
他（　　　）

取得
昭和・平成
　年　月

期限： 平成　　 年　　 月　　 日まで有効 免許の色： ゴールド ・ 青 ・ 緑

ふりがな

氏名

生年月日 ）歳   　 満（ 日　   月    　年     　暦西

住所
〒

電話番号 -　　 -

ドライバー

参加車両名
車両年式
車両登録番号

運転免許証
中型条件付
普通
他（　　　）

取得
昭和・平成
　年　月

期限： 平成　　 年　　 月　　 日まで有効 免許の色： ゴールド ・ 青 ・ 緑

ふりがな

氏名

生年月日 ）歳   　 満（ 日　   月    　年     　暦西

住所
〒

電話番号 -　　 -

コドライバー

《参加申込み先》トヨタカローラ群馬 青柳様 Fax:0277-52-6411
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▷賞典について：
表彰と賞品については、各クラス3位までのドライバーとコ・ドライバーを表彰し、トロフィーを授与する。
＊ チューニングのレベルについては自己申告を原則とするが、事実と異なる場合は賞典外とする。

【競技開催規定関係】
▷競技について：
競技は、リエゾン区間（移動区間）、SS（スペシャルステージ＋タイムトライアル）、スーパーSSで成立する。
＊ Vintageクラスについては、安全上の問題で、一部のSSをターゲットタイム方式に変更することもある。

▷ペナルティについて：
競技において、メカニカル・トラブルなどの理由でスタートできない場合、
あるいは、競技中に何らかの理由で車両が停止しフィニッシュできない場合など、
ペナルティを課したうえで、引き続き、ラリーを続行できるものとする。
＊ ペナルティ＝基準タイムに、１本目＝５分、２本目以降＝３分を加えたタイムとする。
＊ 基準タイムとは、当該する区間のトップタイム。
＊ ペナルティの実施については、競技委員会の判断によって適用される罰則、細則に従わなければならない。

▷スタート時のペナルティについて：
SSのスタートにおいてフライイングが認められた場合は、１回目は10秒、２回目は60秒のペナルティとし、
３回目は失格とする。また、スーパーSSのスタート時においては、車止めの使用を認める。
＊ ペナルティの実施については、競技委員会の判断によって適用される罰則、細則に従わなければならない。

競技開催規定・概略
ALPINE CLASSIC CAR RALLY  競技委員会

＊参加車両規定、およびクラス分けなどについては、すべてALPINE CLASSIC CAR RALLY規定による。

＊ナンバープレートについてのお願い：
　大会事務局が制作、またメディアなどに提供する、あるいはアップロードした写真・映像・印刷物などで
　競技参加車両、また関係車両のナンバープレートが判読できた場合でも、基本的には削除できない。
　また、この件については、誓約書に署名しなければならない。

＊計測、その他の事項に対するクレーム：
　クレームは、いっさい認めない。すべて、主催事務局（ALPINE CLASSIC CAR RALLY 大会事務局）をはじめ
　競技関係者（競技委員会、団体および個人）に一任することとする。
　また、この件については、誓約書に署名しなければならない。

＊競技開催規定については、すべてALPINE CLASSIC CAR RALLY規定により、
　大会事務局、および競技委員会の判断に従うものとする。



ACCRセントラルラリー 愛知／岐阜

Practice概要
開催日 2019年9月14日(土)

集合 午前8:00(現地集合)

場所 群馬サイクルスポーツセンター

エントリーフィー ５万円(税込み)

申込期限 2019年9月4日(水)
申込書を事務局にお送りください。
お振込みも合わせてお願い致します。

参加要件 ACCR CENTRAL RALLY AICHI/GIFUにエントリーを希望し、以下の要件に
該当する方は必ずPracticeにご参加願います。
・全日本ラリーに参加されたことのない方(必ずコドライバーの方と一緒にご参加ください。) 

お振込み先 三井住友銀行　本店営業部　普通口座　2523806
カ）ダブリューズカンパニー　

その他 ・Practiceの講習内容、及び詳細スケジュールは９月１週目にHPにて公開いたします。
・全日本経験のあるコドライバーと参加の場合は事務局までお問い合わせください。



Practice参加申込書 2019年9月14日（土）AM7:00集合
群馬サイクルスポーツセンター

9/4（水）までにお申込ください。

クラシックカーでなくて構いません。 
普通車でご参加ください。（　　　　　　　 ）

Fax:03-5728-7329 ／ Mail: info@accr-japan.com
>>エントリーはメールまたはFAXにてお願いします。

ACCRセントラルラリー 愛知／岐阜
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コピーしていただく書類

□  5 ）参加車両の車検証のコピー（1枚）

□  6 ）参加車両の自賠責保険証のコピー（1枚）

＊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。

〒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）
Tel :03-5728-7330
Fax:03-5728-7329
Mail : info@accr-japan.com

事務局（下記）宛、2019年9月30日(月)までに郵送またはメールにてお申し込みください。
申込先

エントリー関係書類リスト
ALPINE CLASSIC CAR RALLY  大会事務局

「ACCR Central Rally Aichi/Gifu」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

□  2 ）車両申告書
＊参加車両のカラー写真（左斜め前＋左側面・横位置＝合計2カット）も、必ず添付してください。

□  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）。

□  3 ）サービス登録申請書
＊サービスクルーの宿泊については、別途、事務局までご相談ください。

□  4 ）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。



・Vintageクラス(1965年までに生産された車両)　1300cc以下／2000cc以下／2001cc以上

＊参加クラスは、車両の製造年度を基本とし、それぞれのオリジナリティを考慮した各クラスを設定する。
＊参加車両の少ないクラスが発生した場合は、クラスを統合する場合がある。
＊チューニングのレベルについては自己申告を原則とするが、チューニングの内容によっては再車検を実施する。
　また、事実と異なる場合は賞典外とする。
＊ターボ装着車、スーパーチャージャー装着車は、排気量を1.5倍として計算する。

・Classic1クラス(1975年までに生産された車両)　1300cc以下／2000cc以下／2001cc以上
・Classic2クラス(1993年までに生産された車両及び1989年までの同型車)
 1300cc以下／2000cc以下／2001cc以上
・Fクラス(1993年までに生産された車両の内、年式に拘らずエンジン載せ替え等、大幅な改造をしている車両)
 1300cc以下／2000cc以下／2001cc以上

参加申込書
ALPINE CLASSIC CAR RALLY  大会事務局

＊事務局記入欄

受付番号 受付日 参加料 保  険 審  査 順  位 備  考

＊以下にすべてを記入し、選択項目は○印で囲んでください。
＊太枠内の記載内容は、プログラムなどに記載される場合があります。ご了承ください。

事務局記入欄

ふりがな
氏名
生年月日・年齢 ）歳　　　（  日　  月  　年     　暦西

血液型・性別 Rh  +・ A・B・O・AB　　男・女

住所
〒

電話番号
携帯電話番号
e-mail アドレス

ライセンスの種類

普通自動車運転免許証
中型条件付
普通
他（　　　）

取得
昭和・平成
　年　月

DRIVER／ドライバー・データ

代表者署名 印 誓約日 2019年　  月  　日

ドライバー署名 印 印コ・ドライバー（ナビゲーター）
＊ 代表者とドライバー（またはコ・ドライバー）が同一の場合は、どちらか一方で可とします。

誓約欄
私は、モータースポーツが危険性を伴う競技であることを充分に認識し、自己の責任において誠実かつ適切に競技を遂行するとともに、
本競技に関連して万が一事故が発生し、私や私の関係者が被害を被ることがあっても、主催事務局（アルペン・クラシックカー・ラリー大会事務局)をはじめ
競技関係者（実行委員会、団体および個人）に対していかなる責任も追求することはいたしません。
ナンバープレートについて：
大会事務局が制作、またメディアなどに提供する、あるいはアップロードした、写真、映像、印刷物などで、競技参加車両などのナンバープレートが判読できた場合でも、
削除を要求いたしません。

COMPETITION／競技会データ
競技会名

参加クラス

申込日 申込者印

ACCR Central Rally Aichi/Gifu 2019年  　 月  　 日 印
＊ 参加を希望するクラスを選択し、○印で囲んでください。

＊ Car No.

《参加申込み先》アルペン・クラッシック・カー・ラリー大会事務局 Fax:03-5728-7329

期限： 平成　　 年　　 月　　 日まで有効 免許の色： ゴールド ・ 青 ・ 緑

RallySafeアンテナキット 要　　・　　不要

国内・国際 A・B・C
ライセンスナンバー

ふりがな
氏名
生年月日・年齢 ）歳　　　（  日　  月  　年     　暦西

血液型・性別 Rh  +・ A・B・O・AB　　男・女

住所
〒

電話番号
携帯電話番号
e-mail アドレス

ライセンスの種類

普通自動車運転免許証
中型条件付
普通
他（　　　）

取得
昭和・平成
　年　月

期限： 平成　　 年　　 月　　 日まで有効 免許の色： ゴールド ・ 青 ・ 緑

国内・国際 A・B・C
ライセンスナンバー

＊コ・ドライバー（ナビゲーター）を事務局に依頼します。

CO.DRIVER／コ・ドライバー（ナビゲーター）・データ

＊2020年以後のJAF戦では、必ず必要となります。(25,000円)



事務局記入欄

＊事務局記入欄

受付番号 ロールケージ／
ロールバー シートベルト シート取付 消化器 三角停止板 発煙筒

救急薬品セット タイヤ スペアタイヤ ヘルメット ウィンドシールド／
ゴーグル レーシングスーツ フェイスマスク／

グローブ

以下にすべてを記入し、選択項目は○印で囲んでください。
太枠内の記載内容は、プログラムなどに記載される場合があります。ご了承ください。

＊ Car No.

ふりがな

参加者

ふりがな

ドライバー

車両名

登録番号

年式 型式

初年度登録 車台番号

総排気量

乗車人員 人

cc

cc

原動機型式

ターボ 有 ・ 無 　（　　）基
スーパーチャージャー 有 ・ 無 　（　　）基

＊ 参加者とドライバーが同一の場合は、どちらか一方で可とする。

＊ エントリー申込時に、下記のものを必ず添付してください。
   １）参加車両の車検証のコピー（1枚）
   ２）参加車両の自賠責保険証のコピー（1枚）
   ３）参加車両のカラー写真（左斜め前＋左側面・横位置＝合計2カット）

申込日 : 2019年　  月  　日

車両申告書
ALPINE CLASSIC CAR RALLY  大会事務局

《参加申込み先》アルペン・クラッシック・カー・ラリー大会事務局 Fax:03-5728-7329

レッキ用レンタカー申込 有　 　・ 　　無

＊レンタカーレンタル
　用途：レッキ&ホテル移動用(コンパクトタイプ)
　価格：13,500円+保険1,820円　　税込合計16,500円
　受渡：モリコロパークACCRサービスパークまでの運搬、
　　  　サービスパークへの引き取り代金込み
　会社：トヨタレンタリース名古屋愛知学院大学前支店

＊レンタカーを使用されない方は、ステッカー類が貼られていない一般車輌でレッキに参加してください。



サービス登録申請書
ALPINE CLASSIC CAR RALLY  大会事務局

＊事務局記入欄
受付番号 受付日 入  金 備  考

以下にすべてを記入し、選択項目は○印で囲んでください。

＊ 金額に含まれるものはサービス車両スペースの確保及びサービスクルーの昼食代となります。

ふりがな

サービス責任者名

住所

電話番号

携帯電話番号

申込金額

自動車登録番号

サービス車両
／No.1

e-mail アドレス

サービスクルー
氏名

1 :
2 :
3 :

Dr.

サービス車両／1台／1名

サービスクルー1名追加分

Co.Dr. 参加車両名
Dr. Co.Dr. 参加車両名
Dr. Co.Dr. 参加車両名
Dr. Co.Dr. 参加車両名

合計

メーカー名 : モデル名 : ボディカラー :

自動車登録番号

サービス車両
／No.2

サービスを受ける
クルー名および
参加車両名

メーカー名 : モデル名 : ボディカラー :

4 :
5 :
6 :

〒

申込日 : 2019年　  月  　日

事務局記入欄
＊ Car No.

《参加申込み先》アルペン・クラッシック・カー・ラリー大会事務局 Fax:03-5728-7329



＜補⾜資料＞
宿泊⼿配＆保険ガイド



Purpose

ACCR2019 Central rally Aichi/Gifu
2020年のRally japan（全⽇本ラリー）

にクラシック部⾨としてACCRの参戦を視野に

2019年Central Rally of Aichi/Gifuに併催される形で⾏われます。

2019 Central Rally of Aichi/Gifu（国際格式ラリー）
Central Rally of Aichi は Rally Japan 2020 に向けた「安全」と「競技」と「運営」のト
レーニングを⽬的として2019年11⽉に開催されます。

2020 年のRally japan開催に向けテストイベントを⾏うことは、WRCマニュファクチャラー
を始め、WRC関係者、世界中のWRC ファンにも周知する事になります。

Rally Japan の要となる「モリコロパーク」は開催地としてラリー ファンのみならず、広く
知っていただくことで、2020 年開催へ様々な⽅が興味・関⼼を持って頂く機会になります。



Overview

＜ACCR2019 Central Rally Aichi/Gifu 概要＞

【  ⽇   時  】    2019年11⽉8⽇（⾦）〜10（⽇） 
         8⽇レッキ、9⽇〜10⽇本戦      

【 開催場所 】 愛知県⻑久⼿市 愛・地球博記念公園モリコロパーク
                       (サービスパーク/HQ)

            
【競技コース】  モリコロパーク 岡崎市・豊⽥市・新城市・⻑久⼿市・設楽町・岐⾩県
             
          国際格式ラリーCentral Rally of Aichi/Gifuと同⽇開催

【  距   離  】     123.26km(7SS合計) / 492.47km(Liaison)  合計615.73km
        ACCR⾛⾏距離は現在調整中

【 accrｴﾝﾄﾘｰﾌｨｰ 】     ※24万円(税込)  
※⼤会エントリーフィーの他、ACCRチーム占有の休憩室、⾞検⽤メカニック、サービスパーク内の
ACCR駐⾞スペース代⾦、3⽇分2名分の昼⾷代が含まれます。
※宿泊・朝⾷・⼣⾷・レッキ⽤レンタカー・ラリー保険・各⾃のサービスメカニックの費⽤は含まれません。
※参考国際格式：セントラルラリー愛知岐⾩は22万6800円（税込）

 



Practice
＜PRACTICE概要＞
国際格式のラリーに初めて参加される⽅向けに、プラクティスを開催します。
ACCR2019 Cental Rally Aichi/Gifuに参加予定⽅で全⽇本ラリー未経験の⽅は必ず
ご受講ください。

【  ⽇ 程  】    2019年9⽉14⽇（⼟）         
    
【 開催場所 】 群⾺サイクルスポーツセンター
            
【  ⽬ 的  】  国際格式ラリールールの理解と知識習得のため。

【  内 容  】  座学での学習及び、実地体験、コース⾛⾏、

【  講 師 】 ACCR⼤会会⻑ 新井 敏弘 ⽒

【  対象者  】  全⽇本ラリー未経験のエントラントで、
         ACCR Central Rally Aichi/Gifuにエントリーする⽅
        （コドライバーの⽅も必ずご⼀緒に参加ください）
        コドライバーが全⽇本ラリー経験者の場合は事務局へ個別に確認ください。

【 ｴﾝﾄﾘｰﾌｨｰ 】   5万円  (税込)  

 ※ 現地集合・現地解散



会場予定



ホテルについて
宿泊先は各⾃にてお⼿配をお願いしております。
どこのホテルをご利⽤いただいても構いません。

11/7（⽊）前泊、11/8（⾦）、11/9（⼟）⻑久⼿サンプラザシーズンズホテル
ACCR⼤会事務局で上記のホテルを全室抑えております。（9⽉末のエントリー終了まで）
こちらをご利⽤の場合は、ACCRのエントラントである旨をお申出いただき、必要な部屋数、
⽇程のご予約を各⾃でお願いいたします。

ただし、エントリー終了後9⽉末の段階でお部屋が余っている場合は、⼀般解放いたしますので
お早めにお部屋を確保ください。同⽇、国際格式ラリーも開催されますので、周辺ホテルの
⼿配競争率が相当⾼くなっております。
こちらのホテルはサービスパークからのアクセスが最もよいホテルになります。
モリコロパークとの中間地点に⽇帰り温泉施設もございます。

＜ご料⾦参考＞
３泊素泊り  2名１室  お⼀⼈料⾦  ツイン¥29,800からお部屋のタイプにより （各⾃精算）
前泊不要で２泊のみの宿泊も可能です。
予約電話番号：052-774-0211

※部屋数に限りがありますので、シングル利⽤が多い場合早々に満室となる場合がございます。
※必ずACCRのエントラントであることを伝えてご予約ください。⼀般では予約できません。



ご紹介可能ホテル：⻑久⼿サンプラザシーズンズ

愛知県名古屋市名東区藤里町1601   モリコロパークまで約26分　　11/7（木）チェックイン〜10（日）チェックアウト
3泊4日　2名１室素泊まり　お一人料金 ¥29,800   モリコロパークからの帰り道に日帰り温泉施設あり「長久手温泉ござらっせ」



ホテル・サービスパーク位置

!X

猿投温泉ホテル金泉閣

サンプラザシーズンズ

トヨタレンタリース  
　愛知学院大前店

⭐モリコロパーク

 
 
 

⻑久⼿温泉ごらっせ



レンタカーについて（レッキ⽤)

ACCR CENTRAL RALLY AICHI/GIFUは国際格式ラリーと同等のルールにて
運営されますので、レッキは競技⾞両ではないものをご使⽤いただきます。
各⾃、ご準備いただくことも可能ですが、事務局でも⼿配いたしておりま
す。必要な⽅は申込書のレッキ⽤⾞両希望欄にマークをお願いします。

※エントリー受付期間終了後は予約残はバラしますので、お申し込み忘れのないようにお願いいたします。

レンタカーレンタル
⽤途：レッキ＆ホテル移動⽤（コンパクトタイプ）
価格：135,00円 + 保険1,820円   
   税込合計 16,500円

受渡：モリコロパークACCRサービスパークまでの運搬、
   サービスパークへの引き取り代⾦込み
会社：トヨタレンタリース名古屋愛知学院⼤前⽀店



ラリー保険の申し込み

ラリー保険には必ずご加⼊をお願いいたします。

取り扱い先：トヨタカローラ群⾺

価格：15,000円〜（⾞種により）

ご担当者：トヨタカローラ群⾺ ⻘柳 要⼀様

連絡先： 090-3518- 6745

FAX：027-224-6340

⼜は、FACEBOOKメッセンジャーにてご連絡ください。
 



メカニック

各⾃のトラブル整備に関するメカニックの費⽤はエントリーフィーには
含まれておりません。各⾃でお⼿配・お問い合わせをお願いいたします。
※国際格式ラリー専⾨の⾞検専⽤メカニックのみ事務局にて⼿配しています。

主にポルシェ
・加藤久雄さん 090-2236-1595

エスコート等イギリス⾞ 
・ブリティッシュモータース澤⽥さん 078-452-6002

他個別問い合わせ
・⼩林直樹さん 090-8056-4420

上記の、例年ACCRでお世話になっているメカニックさんには、⽇程をあけて
いただいております。何名かでメカニックさんの技術費⽤、宿泊費等を按分
されることも可能かと存じますのでお問い合わせください。 


