
 

Classic Car Rally OKINAWA  2017 

開催およびエントリーのご案内 

 

拝 啓 

 

皆様におかれましては、益々ご清栄のことと心よりお慶び申し上げます。平素は格別の 

ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、第 2回目となります「クラシックカーラリー沖縄 2017」の開催をご案内致します。 

今年 1月の初開催時は、沖縄観測史上類を見ない大寒波に見舞われ、約 40年ぶりとなる 

降雪が観測されました。その様な悪天候の中、全国各地からご参加いただきましたこと、 

皆様方が無事に完走され笑顔を見せていただけたことにスタッフ一同心より感謝申し上げ

ます。 

第 2回目となる翌年 1月は、沖縄本来の自然の美しさと文化に触れあっていただき、 

満喫していただけるようスタッフ一同準備を進めております。 

 

2017年度クラシックカーイベントのスタートを皆様と共に沖縄の地でお迎えできる 

ことを心待ちにしております。 

「クラシックカーラリー沖縄 2017」のエントリーフォームを同封させていただきます。 

皆様のご参加を実行委員会ならびにスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。 

 

敬 具 

 

平成 28年 8月吉日 

 

 

クラシックカーラリー沖縄 

実行委員長  宮下 実 



   

開 催 概 要 
名称 Classic Car Rally OKINAWA 2017 ［CCR-OKINAWA 2017］ 

クラシックカーラリー沖縄 2017  

開催日程 展 示 会（予定） 平成 29 年 1月 10日（火）- 1月 18 日（水） 

パレード（予定） 平成 29 年 1月 20日（金） 

ラ リ ー     平成 29 年 1月 21日（土）- 1月 22 日（日） 

※ラリー開催前日の 1月 20日（金）にラグナガーデンホテルにて、オープニングレセプション 

（ウェルカムパーティー）を開催いたします。  

※展示会、パレードの詳細は後日発表いたします。 

開催場所（予定） 展 示 会 T ギャラリア沖縄 by DFS （限定 4台） 

パレード ［Start］ T ギャラリア沖縄 - ［Goal］ ラグナガーデンホテル 

ラ リ ー 沖縄県 宜野湾市をスタートとして、名護・本部・古宇利島・北谷・うるま・南城等

を周遊し、宜野湾市をゴールとした 2日間の設定。  

参加台数（予定） 50 台 

参加規定 参加者は、ドライバー、コ・ドライバーの 2名 1 組での参加とします。 

［車両］  

・1976年 12月 31日までに製造された車両 

・国産、海外産は問わない（レプリカ車両・改造車両は参加を認めない） 

・自動車登録番号標を有するもので、イベント終了時まで自動車検査証の有効期間を有する車両に限る 

・クラシックカーラリー沖縄実行委員会にて認められた車両 

参加料 1 台（2名） ¥175,000- 

●上記参加費に含まれるもの（すべて 2名分）  

・宿泊費［1泊分：1月 21日（土）ラグナガーデンホテル］ 

※前日 1月 20日（金）、終了日 1月 22日（日）の宿泊は含まれません。 

・ 食事代［21日昼食～22日昼食までの 4食］※1月 21日（土）ガラパーティー含む 

・ 1月 22日（日）表彰セレモニー 

・ オプションコース、記念品ほか 

主催・企画運営 クラシックカーラリー沖縄実行委員会 

後援（予定） （一財）沖縄観光コンベンションビューロー、ルート上各市町村 他 

特別協賛 
 

協賛（予定） 株式会社 八海山 他 

申込方法 別紙詳細をご参照し、必要書類を事務局までご郵送ください。 



 

参加申込方法 

◎お申し込みの流れ 

参加申込書を事務局へ郵送 必要事項を全てご記入のうえ、事務局へご郵送ください。 参加申込締切 

↓   

参加費のお振込 下記振込口座へ参加費をお振込ください。 2016年 

↓  10 月 31日（月） 

エントリー受付 参加申込書・お振込を確認後、エントリー完了となります。 必着 

↓   

イベント規定を郵送 事務局よりイベント規定等参加に関する各種書類一式を郵送致します。   

イベント当日忘れずにご持参下さい。 

 

 

■下記 1～5 の全ての書類を事務局宛にメールまたは郵便にてお送りください。 

1. エントリーフォーム及び誓約書（ドライバー、コ・ドライバーの自筆署名をしたもの） 

2. 参加車両の車検証のコピー（イベント期間中有効なもの。仮ナンバー車は参加できません） 

3. 参加車両の自賠責保険及び任意保険のコピー（イベント期間中有効なもの） 

4. 免許証のコピー（ドライバー、コ・ドライバー各 1枚） 

※コ・ドライバーの方で、免許証をお持ちでない場合は身分証明書のコピーをお送りください。（パスポート等） 

5. 参加車両の写真 Ｌ版 1枚 （データ可） 

上記、2～4の書類は印字が鮮明なものをお送り頂けますようお願い致します。 

■参加費及び振込口座 

参加費  \175,000- （税込 2名/1 台分） 

●前泊ご希望の場合は、前泊代（\25,000- 前夜祭・21日朝食代含む）と参加費を合わせてお振込ください。 

※参加費には、宿泊費（2名/1泊分）・21日ガラパーティー代・食事代・記念品等が含まれています。 

【振込口座】 

みずほ銀行 麴町支店（021）  

普通預金 口座番号 : 1414707 口座名義 : クラシックカーラリー沖縄実行委員会 

※振込手数料はお申込者様がご負担下さい。 

※お振込名義が参加者様と異なる場合はエントリーフォームにその旨をご記入ください。 

 

■参加費用のご入金確認が出来ない場合、正式受付にはなりませんのでご注意ください。 

また、お申込締切後はいかなる理由でもご返金はできませんのでご注意ください。 

 

■サポートカーのエントリーをご希望の場合は、事務局までお問い合わせください。 

クラシックカーラリー沖縄実行委員会 

〒102-0083 東京都千代田区麴町 4-3-6-702 

Tel 03-6380-9234 / Fax 03-3238-0912 /e-mail info@ccr-okinawa.jp 



◆　参加車両

◆　DRIVER（ドライバー）

R H
+ -

◆　CO-DRIVER（コ・ドライバー）

R H
+ -

◆　前泊（20日金曜日） ※前泊を希望される場合は、参加費と合算した金額を事務局へお振込みください。

◆　パレード（20日金曜日） ※15：30から30～40分程度のパレードコースです。詳細については後日発表いたします。

　備 考　（サポートカー・ご家族等の追加ご参加、ご要望等はこちらにご記入ください。）

※取得した個人情報を次の利用目的以外に使用することはありません。
　 参加申込書の提出をもってこれらの取り扱いに関して、ご承諾をいただいたものとして対応させていただきます。

●　参加申込書に記載された個人情報の取り扱いについて ●競技結果（記録）等の取り扱い
1.　大会プログラムへの記載 1.　クラシックカーラリー沖縄ウェブサイト上での公開
2.　競技会場内でアナウンス等による紹介 　（次年度以降も過去の記録としてウェブサイト上で保存・公開されます。）
3.　競技場内外の掲示板等への掲示 2.　大会報告書への掲載
4.　道交法に基づく警察への開示 3.　報道機関の取材による新聞等メディアでの公開

4.　イベント開催時に撮影された全ての映像及び写真の使用に関しては
　　 主催者及び関係者に一切の権限を委ねる。

どちらかに○をしてください 参加　　・　　不参加 パレード前にDFSラウンジにてウェルカムドリンクをご用意しております。

裏面もご記入ください

JAF加入の有無 有　　　　　・　　　　　無

JAF加入の有無 有　　　　　・　　　　　無

　　　　　　　歳 男　・　女

FAX

携 帯 電 話 E-mail

携 帯 電 話

フ リ ガ ナ

住　　　　所
〒　　　　-

生 年 月 日

　　　　　年　　　　　月　　　　　日

電　　　　話

氏　　　　名

FAX

血　液　型

　　　　　年　　　　　月　　　　　日氏　　　名
フ リ ガ ナ

取得年月日免許証番号

Classic Car Rally OKINAWA 2017　　エントリーフォーム

／

メ ー カ ー 名

年　　　　　式

排　　気　　量

車検有効期限 平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

                 　　　　CC

車　　  名

車色／生産国

登録番号

車台番号

年　　齢

　　　　　　　歳 男　・　女

性　　別

性　　別

　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

生 年 月 日 年　　齢

E-mail

電　　　話

住　　　所
〒　　　　- 血　液　型

免許証番号 取得年月日 　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

どちらかに○をしてください 希望する　　・　　希望しない ※1室２名料金￥25,000－（前夜祭・21日朝食含む）



沖縄での滞在を満喫していただくため、オプションコースをご用意いたしました。

ドライバー、コ・ドライバーの方それぞれご希望のコースを下記よりお選びください。（お二人で同じコースをご選択頂くことも可能です。）

A.　エステコース　※ご希望のメニューにチェックを入れてください。

Facial Course（フェイシャルコース） Body Course（ボディコース）

□フェイスリンパコース　（50分） □リフレッシュコース　（60分）

　お顔・デコルテ・首・肩・肩甲骨のリンパの流れを良くするトリートメントです。 　背面のオイルトリートメントに、ドライヘッドトリートメント付きです。

□フェイスリンパ＋フットコース　（60分） □デトックスコース　（60分）
　フェイスとフットコースにさらにコラーゲンネックパックが付いたプランです。 　フットバス→背中→足元全体（裏・表）→ふき取り　※オリジナルプレゼント付き

□チュラスペシャルコース（60分） □琉球てぃんなでぃ　（90分）
　フェイスリンパコースにゴマージュ＋ネックパックがついたプランです。 　沖縄リズム4拍子に合わせた琉球トリートメントです。

Pair Course（ペアコース） Men's Menu（メンズメニュー）
□ペアボディ　（60分） □メンズフェイシャル　（50分）
　お友達、ご夫婦、親子など2名様で受けて頂くコースとなっております。 　泡洗顔→オイルリンパトリートメント→モイスチャーパック

□メンズボディリフレッシュ　（60分）
　背中～ふくらはぎ・足裏のオイルトリートメントです。

※エステメニューは完全予約制となります。
※施術時間はクレンジング・洗顔・お仕上げ・着替え込みの目安時間となります。
※予約時間を過ぎますと、コースの変更または施術をお断りさせていただく場合がございます。
※イベントのオプションコースとしてエステメニューをご利用になれるのはお一人様一回限りです。

B．　ちょい飲みお出かけコース　
20日（金）前夜祭前及び21日（土）ガラパーティー前に別室にてお酒とおつまみをご用意しております。

また、前夜祭及びガラパーティー終了後にはお薦めの飲食店街へご案内いたします。（送迎バスあり）賑やかな沖縄の街を是非ご堪能ください。

※ホテルへお帰りの際もバスを配車いたします。配車時間・場所をお伝えしますので、時間厳守でお集まり頂きますようお願いいたします。

※外出時のご飲食代はご自身で負担いただきますようお願いいたします。

お名前 お名前

A.エステコースをご選択された方は、ご希望日時を以下にご記入ください。※混雑の状況次第でご希望に沿えない場合がございます。

（　　　月　　　日　時間：　　　　　　　　） 下記、日時の中で第3希望までご記入ください。 イベント予定スケジュール

（　　　月　　　日　時間：　　　　　　　　） 1月20日（金）/ 1月21日（土） / 1月22日（日） 20日前夜祭/21日ガラパーティー ⇒ 18:30～20:30

（　　　月　　　日　時間：　　　　　　　　） 13:00～22:00（最終受付/21:00） 20日（土）⇒ 17:00までに全参加車両ゴール第3希望日

👇👇 ご利用いただくコースごとにお名前をご記入ください。 👇👇

OPTION  COURCE

A.エステコース B.ちょい飲みお出かけコース

第1希望日

第2希望日



 

 

誓 約 書 

 

私は、平成 29年 1月 21日～1月 22日に開催される『クラシックカーラリー沖縄 2017』の参加者 

として開催期間中、以下の項目を遵守することを誓います。 

 

 

1． 如何なる場合においても道路交通法及び関連法令を遵守し、常に安全運転を致します。 

2． イベントの開催期間中、私が加害者あるいは被害者となる事故・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、運営事務局等に通報の上、対処し、全ての責任を負い、主催者及び関

係者に一切の負担や迷惑をおかけ致しません。 

3． イベント開催期間中に天変地異・社会情勢・不可抗力等で、主催者の責に帰さない事由によるイベ

ントの中止あるいは短縮の決定は、主催者及び関係者に委ね、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． 本イベントに関する取材・報道・写真・録画・録音の対象となる事は主催者の権限であり、対価の

要求は致しません。また、氏名・写真・映像を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。 

5． 参加者同士・関係者及びイベント開催地域の人々との交流を図り、紳士的、友好的なマナーを心が

け、イベント参加者として恥じない行動を致します。 

6． イベントの運営、制作上のルール変更及びスケジュール変更に関しては関係者の判断に委ねます。 

7． 開催期間中の参加者及び参加車両ならびに事故を起こした際の第三者に係る損害・障害は、私の責

任において対処致します。 

8． イベント期間中、誓約書記載事項に違反行為をした場合、イベントの参加続行の判断は主催者・関

係者の決定に委ね、いかなる異議申し立ても致しません。 

 

 

平成     年     月     日 

 

ドライバー（自筆署名・捺印）                 コ・ドライバー（自筆署名・捺印） 

 

 

印                         印          
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