ヒストリックカーミーティング特別企画

『JAPAN CLASSIC TOUR 2017 』開催概要
■名称

ヒストリックカーミーティング特別企画
『ＪＡＰＡＮ ＣＬＡＳＳＩＣ ＴＯＵＲ 2017』
（ジャパンクラシックツアー2017）

■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』。お蔭様で、既に１３回もの大会を無事に開催致しております。
また、２泊３日のビッグイベント、当『JAPAN CLASSIC TOUR』シリーズ
も３回目を迎えます。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。今後も日々進化し続けるイベントにご期待くださ
い。
海、山、湖。そして、とりわけここ日本では四季折々の自然の表情を愉し
むことができます。シーサイドロード、ワインディングロード、ほっと和
めるレイクサイド…。豊富な海の幸、山の恵み、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、いくつもの新しい体験が感動と
興奮を呼び覚ますことでしょう。
あえて日程を９月の３連休の旅行ハイシーズンに設定し、大人の『車旅』
を全力で企画・演出致します。美しい景色を背景に愛車で存分に駆け抜け
る歓びや、競技という少しのスパイスを添えて、贅沢で小粋な時間をお過
ごしいただきたく存じます。普段お忙しい方も、時を忘れて“最高の思い出”
を増やしませんか？ 是非、振ってご参加いただければ幸いです。

■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)にドライ
バー、ナビゲーターが乗車し、ラリー用に作成されたルートブック(コマ図
表記)に基づき、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、ゴールを目指す公道ラリー。あくまでスピード(速さ)を競う
のではなく、正確さを競う、道路交通法を厳守した大人のイベントです。
また、開催地や走行ルートは、全国各地の名所、観光地を巡るもので、そ
こでしか体験できない食や文化などを紹介し、地域密着型の文化交流を目
指すものとなっております。

■開催日

2017年9月16日(土）、17日(日)、18日(祝・月)の連休３日間
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■集合出発地 滋賀県彦根市

(全国からアクセス良好。彦根ＩＣよりスグです)

※事前告知では、名古屋出発予定となっていましたが、連休初日の名古屋～一宮ＩＣ
料金所付近の渋滞を考慮し、スタート場所を変更致しました。
※ＡＭ８：３０集合予定
■最終解散地 長野県松本市あがたの森
(関東・中部への分岐点“松本”にてエンディング)
※ＰＭ３：３０頃解散予定
■予定走行ルート＆ハイライト

＜ＤＡＹ－１＞
・スタート：滋賀県彦根市彦根港
今回はヒストリックカーミーティング初めてのスポット、一つ目の城下町からスタ
ート。前泊にお勧めのホテルは、ほど近い『彦根キャッスル リゾート＆スパ』。
・昼食：彦根キャッスル リゾート&スパ
彦根城を臨む最高のロケーションでおしゃれなファーストランチ。
午後からに備えてゆったりと優美で最高のおもてなしを堪能。
・宿泊：金沢国際ホテル
北陸新幹線の開通で未だ賑わう古都、金沢。二つ目の城下町、金沢エリアにて宿泊。
屋外プールを持つホテルで、ガーデンパーティーを開催。目指すのは、ヨーロッパ
の優雅なセレブエンターテイメントパーティー。ファッショナブルでプライベート
なひと時を満喫…。 (※雨天の場合は、バンケットルームにて開催。)

＜ＤＡＹ－２＞
・千里浜なぎさドライブウェイ
全長約８㎞の波打ち際を颯爽と走ることができる日本唯一のドライブウェイ。
何度でも訪れたくなる車好きにはたまらない、ロマンティックで至福の時間…。
※塩分を含んだ潮風を浴びるかと思いますので、通行ＮＧ車両は、
並走している「のと里山海道」を走行していただけます。(☆任意選択☆)
・昼食：ひみ番屋街
氷見の新しい大注目スポット。氷見漁港場外市場“ひみ番屋街”。
氷見らしい、豪華“きときと海鮮丼”に舌鼓!!
海を臨む美しい景色をバックに芝生広場にて車両展示。
・糸魚川：フォッサマグナミュージアムにて特設ＰＣ
“日本海クラシックカーレビュー”でお馴染みの糸魚川。昨年12月には“糸魚川駅北大
火”に見舞われ甚大な被害を受けたものの、クラシックカーつながりの仲間意識は
堅く、今年も変わらない。地域を挙げてクラシックカーイベントを応援してくれる
翡翠の街。
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・宿泊：ホテルアンビエント安曇野
たっぷりのドライブ後は、ゆったりと高原リゾートを満喫。
標高約1000ｍと山の中腹に位置するこのホテルは、眼の前に広がる山、森の景色が一
番のご馳走。貸切レストランにて思い思いの時間を…。心のこもったシェフのおも
てなしご当地メニューにも心弾ませて。

＜ＤＡＹ－３＞
・安曇野アートヒルズミュージアム
今回はアートなスポットで、ガラス制作体験！！描いた絵や文字をガラスの表面に
彫刻するサンドブラストを予定。いつまでも思い出に残るオリジナル作品をお土産
としてお持ち帰りいただきます！是非、大人だからこそ、乙な一品を！
・唐沢そば集落・清水高原
旅行雑誌にも載っていない蕎麦通が足繁く通う、蕎麦集落をご紹介！
今回も約6.5㎞、標高差445ｍの高原激坂ヒルクライムＰＣに挑む！(道路占有)
“素晴らしく良い田舎”を味わいながらラストスパート。
・あがたの森
ゴール＆表彰式は、アンティークな雰囲気漂う素敵な公園“あがたの森”にて。
充実感一杯のラストは、ヒマラヤスギ並木道にクラシックカーを並べてアートな展
示。静かな佇まいに疲れを癒す。
最終地を関東・中部への分岐点である松本に設定し、早めの解散を予定。
※こちらは、6月20日現在の予定企画です。
諸事情によりルート及び内容に変更が生じる場合がございます。予めご了承ください。

■主催

ヒストリックカーミーティング実行委員会

■運営協力

Car Interior Repair Pro Shop ＲＥＮＯＣＫ

■参加募集
1980年までに製造された国産車・外国車のクラシックスポーツ

限定40台

その他主催者が認めたスペシャルカー(スーパーカーも含む)

限定10台

（※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

2017年7月31日(月)
※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きます。
ご了承くださいませ。何卒、お早目にお申し込みください。
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■参加費

1台２名(ドライバー/ ナビゲーター)

￥250,000－

※ツアー中の宿泊：２名１室２泊分、グルメなお食事２名分７食付、
(うち１日目のご夕食は、豪華プールサイドエンターテイメント ガーデンパ
ーティー)
特製オリジナル記念品、特別制作記念ＤＶＤ(後日お届け)、表彰式イベント、
各種お土産を含む。
■お申し込み方法
大変お手数をお掛けしますが、封筒をご使用いただき、下記書類一式に必要
事項を御記入の上、事務局までご郵送ください。
※お申し込み / お振込 締切日： 7月31日(月) 必着
１．参加申込書 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。(お振込み名義が異なる方、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。)
※参加申込書のご到着とご入金をもって正式受付完了とさせていただきます。
ご了承ください。
※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。
※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一式(当日のルートブック含む)は、全参加車
両のゼッケンナンバーを確定後、ご記入いただいたドライバー様のご住所
へ送付させていただきます。 (※９月初旬頃を予定)
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■お振込先
しかつ

名古屋銀行 師勝支店 (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：http://www.facebook.com/historiccarmeeting
■前泊、後泊について
事務局では前泊及び後泊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いただき、各自ご精算をお願い申し上
げます。
前泊に関しましては、リーフレット同梱の『彦根キャッスル リゾート＆
スパ』が最も近く、お勧めです。ハイシーズンの混雑により、予約が取り
づらい状況かと思います。ご利用の際には、 “9月16日からのクラシックカ
ーイベント参加者様である”旨を、ホテル側へ必ずお伝えください。
■追加メンバー様について
サポートカー、スタッフ様、ご家族様の追加ご参加、ご要望などございま
したら、別途ご相談ください。
■最新情報

上記のヒストリックカーミーティングオフィシャルＷＥＢサイトやオフィ
シャルFACEBOOKにて、イベントのルートやスケジュールなど、最新情報
を更新致します。御確認いただければ幸いです。

■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一切使用
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。
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■参加車両
メーカー名

車種名

年式

１９

年 (西暦)

排気量

登録番号

ｃｃ (車検証記載値)

ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ

車検有効

平成

期限

年

月

日

備考・特記
事項

■ドライバー
ﾖﾐｶﾞﾅ：
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
ﾖﾐｶﾞﾅ：
氏名

住所

性別

〒

-

電話

FAX

携帯電話

E-mail

免許証
番号

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、参加車両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、参加車両および 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。

平成

ドライバー氏名(自署捺印) :

年

月

日

印
○

“JAPAN CLASSIC TOUR 2017” 予定走行スケジュール
第一稿

＜DAY－1＞

2017.6.20

9 月 16 日(土)

8：30～9：30

彦根港(滋賀県)駐車場

受付・車検

9：30～10：00

琵琶湖クルーズ船乗船

乗船時、変形 CO 競技

10：00～10：50

琵琶湖多景島回遊コース

船内ドライバーズミーティング

11：00～11：30

彦根港駐車場

スタートセレモニー・PC 競技

11：30～12：45

彦根キャッスルリゾート

昼食～湖周道路～余呉湖

13：45～14：30

余呉湖駐車場

PC 競技～北陸道～金沢方面

15：45～17：00

金沢竪町商店街・ゴール

公開 PC 競技・車両展示

17：15～17：45

ホテルチェックイン

金沢国際ホテル・カナメインタテマチ

19：30～21：30

金沢国際ホテル

プールサイド ガーデンパーティー

＜DAY－2＞

9 月 17 日(日)

8：30～9：00

ホテル前スタート

スタート・金沢山側環状線～森本 IC

9：30～10：00

なぎさドライブウェイ

のと里山海道から国道 415 号～氷見市

10：30～11：00

ひみ番屋街・特設芝生広場(氷見市)

スタンプポイント・車両展示

11：00～11：45

ひみ番屋街 番屋亭

昼食 番屋亭 2 階にて

12：00～12：30

特設 芝生広場

CO 競技

12：30～14：30

移動走行(能越道～北陸自動車道)

14：30～15：00

フォッサマグナミュージアム駐車場

スタンプポイント

15：00～15：30

フォッサマグナ前特設コース

公開 PC 競技～国道 148 号～白馬方面

16：00～16：30

白馬 高原走行

スタンプポイント～安曇野方面

17：30～18：00

ホテルアンビエント安曇野

PC 競技・チェックイン

19：00～21：30

レストラン「ル・プラトー」

レストラン貸切ディナー・自由交流会

＜DAY－3＞

氷見 IC～砺波 JCT～糸魚川 IC

9 月 18 日(祝・月)

7：30～8：00

ホテル正面ピロティ

ドライバーズミーティング

8：00～8：15

ホテル スタート

先導車で誘導移動

9：00～10：00

安曇野アートヒルズミュージアム

ガラス制作体験イベント

10：30～11：30

清水高原スペシャルステージ

CO スタート・SCP 競技

11：00～12：00

スカイランドきよみず

昼食 地元特別料理

12：30～13：30

山形村役場

おもてなしイベント

14：00～14：30

あがたの森公園

ゴール・車両展示

14：30～15：30

あがたの森文化会館(講堂)

表彰式・解散

※予告なく時間及びルートの変更をする場合がございます。予めご了承ください。

