第１４回 ヒストリックカーミーティング 伊勢志摩
■名称

第１４回 ヒストリックカーミーティング 伊勢志摩

■企画概要

大切な人と愛車で巡る「極上の車旅」―――――『ヒストリックカーミー
ティング』
。早いもので次回 14 回目の開催となります。
クラシックカーラリーイベントに参加する側から企画運営側に転身し、走
り続けてきた 8 年間。エンターテイメントとの融合、美食の追及、そしてい
つまでも記憶に残る楽しいイベント開催をコンセプトに掲げて参りました。
特に三重ステージでは、
『式年遷宮』
『伊勢志摩サミット』
『お伊勢さん菓子
博』などの超大型イベントの応援事業として、行政や地域との連携も実現
致しました。環境や条件にも恵まれ、回を重ねるごとに盛り上がりを見せ
ており、豊富な海の幸、リアス式海岸を望むワインディングロード、都会
ではなかなか感じることのできない自然や文化に触れながら、新しい体験
や感動を呼ぶイベントだと認知していただいております。
次回は、気候の良いハイシーズンに開催し、新たに松阪市をルートに加え、
松阪市の食・文化・歴史を存分にご紹介致します。
美食と絶景、おもてなし、エンターテイメント…すべてを網羅した最高の
『車旅』に、どうぞご期待ください!!

■大会内容

1980 年までに製造されたクラシックスポーツカー(外国車・国産車)で、ラリ
ー用に作成されたルートブック(コマ図表記)に従い、指定されたルート(道
筋)と決められた時間(所要時間)を守りながら走行し、ゴールを目指します。
あくまでスピード(速さ)を競うのではなく、正確さを競う道路交通法を遵守
したイベントです。
競技性を維持しながらも、終始アットホームな雰囲気で、まだ余り知られ
ていない穴場スポットのご紹介、地域との文化交流を目指し、全く新しい
クラシックカーラリーイベントをご提案致します。

■開催日

2018 年 5 月 12 日(土）～13 日（日）
２ＤＡＹイベント

■開催場所

伊勢志摩地方を中心とする三重県全域
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■主催

ヒストリックカーミーティング実行委員会

■後援(申請中)

名古屋市、三重県、松阪市、伊勢志摩観光コンベンション機構、伊勢市、
鳥羽市、志摩市、南伊勢町、近畿日本鉄道株式会社、赤福

■協賛

松阪クラシックカーフェス実行委員会

■運営協力

RENOCK、Dears Works

■走行予定ルート＆注目スポット
〈1 日目〉
・スタート：名古屋市役所
・昼食：松阪市

関東・関西方面からもアクセス良好

世界に誇るブランド肉“松阪牛”のスペシャル昼食を企画中!!
ラリーイベント史上最高に贅沢な昼食が実現するかも?!

・パーティー・ＬＩＶＥステージ＆宿泊：ホテル近鉄アクアヴィラ伊勢志摩
ゆとりある贅沢な空間で最高のひとときを。
愛車に優しい地下駐車場完備！当イベント人気 No.1 ホテル。
夜は恒例、豪華な LIVE パーティー。
前回、圧巻のステージ、大好評を博したモータウンサウンドグ
ループ“ＨＯＴＢＯＸＸ”の来日が決定!! !!
再びアクアヴィラのパーティールームが熱気に包まれる…
〈２日目〉
・海女さんとの交流

毎年恒例の交流会。密かな人気を集めるスポット。

・昼食

セレブなランチコースを満喫!!

・伊勢志摩スカイライン
・ゴール＆表彰式：伊勢市

今回も、スカイラインをクローズして独占走行！！
伊勢志摩旅の締め括りに、伊勢神宮参拝を予定！

■競技内容 (2 日間のルート内に設置)
・ＣＯ競技 (指定された時刻に計測ラインを通過し、その正確さを競う競技)
……4 か所
・ＰＣ競技 (決められた短い区間を指定された時間で正確に走る競技)
……20～25 か所
・ＳＰＣ競技 (ＳＰＣスタートからＳＰＣゴールまでの区間を指定された速度で正確に
走行する競技)
……伊勢志摩スカイライン クローズコース内で 1 か所
※ルート及び競技内容は 2017 年 12 月現在の予定であり、予告なく変更する場合がございま
す。ご了承ください。
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■募集

・クラシックカークラス…1980 年までに製造された国産車・外国車
・スペシャルカークラス…年式制限なしの特徴ある車両(スーパーカー含む)
※初参加の方大歓迎！お手伝いが必要な場合はお申し出ください。
※参加車両についてのお問い合わせは、天野：090-3256-4603 まで

■募集締切

2018 年 3 月 31 日(土)
※締切日前であっても、定数になり次第締め切らせていただく場合がござ
います。お早目にお申し込みください。

■参加費

１台

2 名（ドライバー／ナビゲーター）

￥150,000-（税込）

※5 月 12 日（土）ホテル宿泊、着席豪華（夕食）パーティー、朝食（1
回）
、昼食（2 回)、ティーサービス、オリジナル記念品、伊勢志摩スカ
イライン走行料、表彰式、各種お土産を含む。また、思い出に残るオ
フィシャル記念ＤＶＤを制作し、後日送付させていただきます。
■お申し込み方法
大変お手数をお掛けしますが、下記書類一式に必要事項をご記入の上、
事務局までご郵送ください。
※お申し込み / お振り込み
１．参加申込書

締切日：

3 月 31 日(土) 必着

1枚

※記入漏れの無いよう、再度ご確認ください。
２．誓約書

1枚

※署名、捺印をお忘れなく。
３．参加車両の写真 Ｌ版

1枚

(プログラム掲載用)

※写真裏面に、お名前と車両名をご記入ください。
※ピントが合っているもの、人物が映り込んでいないものをご用意ください。
※データ送付可(メール or 各種メディア郵送)。２Ｍ以内でお願い致します。
※参加費は基本的に、参加申込書のご送付後７日以内に下記口座へお振込
をお願い致します。(お振込名義が異なる方、必ず申込書の下段〈■事務
局への連絡事項欄〉にその旨をご記載ください。)
また、書類をお送りいただいても期日までにご入金いただけない場合は、
参加のご意向が無いものとみなし不受理とさせていただきます。
参加受理書の発行も致しませんのでご注意ください。
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※尚、申し込み締め切り後は、お送りいただいた参加申込書、誓約書、写
真、参加費等は、いかなる理由においてもお返しすることはできません
ので、ご了承ください。
※事務局からの正式な参加受理書は、ゼッケンナンバー確定後、お手元に
届くよう手配させていただきます。

■お振込先

し か つ

名古屋銀行 師勝支店

(※4 月下旬頃を予定)

(店番255)

普通 ３３４０５４６
名義：ヒストリックカーミーティング
ジムキョクチョウ アマノマサハル
■事務局（書類送付先）
〒481-0041
愛知県北名古屋市九之坪上吉田３４
ヒストリックカーミーティング実行委員会
TEL/FAX：０５６８－４８－００６６

E-mail : info@historiccarmeeting.com
オフィシャルＷＥＢサイト： http://www.historiccarmeeting.com/
FACEBOOK：https:/www.facebook.com/
■追加メンバー様について
サポートｶｰ、サポートスタッフ、ファミリー様の追加ご参加、ご要望など
ございましたら、別途ご相談ください。
■前泊、後泊について
恐縮ではございますが、事務局では前・後泊の直接のご手配を賜っており
ません。大変お手数をお掛けしますが、お客様ご自身でご手配くださいま
すよう、お願い申し上げます。
■個人情報の取り扱いについて
ご提供いただきました個人情報につきましては、私共ヒストリックカーミ
ーティングが責任を持って管理し、イベント活動以外の目的では使用致し
ません。また、第三者に情報が流出することもありませんので、ご安心く
ださい。
■最新情報

上記のオフィシャルＷＥＢサイトや FACEBOOK にて、更新致します。
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■参加車輌
メーカー名

車種名

年式

年 (西暦)

排気量

登録番号

ｃｃ (車検証記載値)

カラー

車検有効

平成

期限

年

月

日

生産国

■ドライバー
ﾌﾘｶﾞﾅ：
氏名

住所

性別

〒

男 ・ 女

-

電話

FAX

携帯電話

E-mail

免許証
番号

生年月日

年

月

日 (

才)

■ナビゲーター
ﾌﾘｶﾞﾅ：
氏名

住所

性別

〒

-

電話

FAX

携帯電話

生年月日

■宿泊のご希望 (禁煙 ・ 喫煙) ルーム
■事務局へ連絡事項：

男 ・ 女

年

月

日 (

才)

※ご希望に添えない場合がございますこと、ご理解ください。

ヒストリックカーミーティング実行委員会 御中

誓約書
私は本イベントに参加するに際し、以下の項目について誓約致します。
１．本イベントに関連して発生した事故で、私及び同乗者の受けた損害について、主催者・役員・関係者
ならびに他の参加者などに対して誹謗・中傷を行ったり、責任の追及をしたり、損害賠償の請求をし
ないことを誓約致します。
２．万一、私が事故を引き起こした場合には事故に起因するすべての賠償責任を負います。
また、これについては事故が主催者・役員・係員・関係者の手違いに起因した場合でも、相違あり
ません。
３．運転に際しては、道路交通法を厳守し、交通安全を最優先とし、他者に対して危険となる行為は絶
対に行わないことを誓約致します。また、参加車輌についてもコースやスピードに対して的確な走行
が可能であることを誓約致します。
４．本イベントが公開され、取材・報道・写真・録画・録音の対象にすること、及び広報などのために私の
氏名・写真などを使用することは、すべて主催者の権限であることを承認致します。
５．参加申込締切日後は、主催者の承諾なしに、参加車輌およびドライバーやナビゲーターの変更を致
しません。
６．参加申込締切日後は、いかなる理由においても参加費の払い戻しを請求致しません。
７．私は本イベントの規則、主催者の判断、指示に対し確実に遵守致します。
８．特にイベント会期中は、予め指定されたルートやスケジュール(時間)を遵守し、主催者及び関係者に
迷惑となる勝手な行動は致しません。また他の参加者との協調性をはかるよう努めます。
イベントへの不参加、途中離脱は、必ず主催者に届け出、及び連絡を致します。

平成

ドライバー氏名(自署捺印) :

年

月

日

印
○

