
 
Classic Car Rally OKINAWA  2016 

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、この度、「クラシックカーラリー沖縄 2016」を開催する運びとなりました。 

沖縄において、クラシックカーイベントは、まだ一度も開催されたことがございません。 

その為、沖縄の魅力を皆様にお伝えいたしたく、新たなクラシックカーイベントを企画

致しました。 

沖縄が誇る海と日本で最も早い桜を観賞しながらゆったりとした時間を満喫してくだ

さい。 

また、沖縄の隠れた絶景スポットへもご案内致します。 

2016 年の年始め、皆様の素晴らしい一年の幕開けを仲間達と共に沖縄の地でお迎えく

ださい。 

初開催となる「クラシックカーラリー沖縄 2016」への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 27年 7月吉日 

 

 

クラシックカーラリー沖縄実行委員会 

実行委員長  宮下 実 



   

Classic Car Rally OKINAWA 2016 

開 催 概 要 

 

名称 Classic Car Rally OKINAWA 2016 ［CCR-OKINAWA 2016］ 

クラシックカーラリー沖縄 2016  

開催日程 平成 28年 1月 23日（土）- 1月 24日（日） 2日間 

※ラリー開催前日の 1月 22 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  

開催場所 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、 

豊見城市をゴールとした 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） ¥150,000- 

●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 23 日（土）ラグナガーデンホテル］ 

※前日 1月 22 日（木）、終了日 1月 24日（日）の宿泊は含まれません。 

・ 食事代［23日昼食～24日昼食までの 4 食］※1月 23 日（土）夕食時パーティー含む 

・ 1月 24日（日）表彰式 

・ 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 他 

協賛（予定） WBFリゾート沖縄株式会社 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。 



 

Classic Car Rally OKINAWA 2016 
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。 2015 年 

↓  10 月 31 日（土） 

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 1～4の全ての書類を事務局宛にご郵送ください。 

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） 

5. 参加車両の写真 Ｌ版 1枚 （データ可） 

 

■参加費及び振込口座 

参加費  \150,000- （税込 2名/1台分） 

●前泊ご希望の場合は、前泊代（\25,000- 前夜祭・23 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）・1日目パーティー代・食事代・記念品等が含まれています。 

【振込口座】 

三菱東京 UFJ銀行 笹塚支店  

普通預金 口座番号 : 0224063 口座名義 : クラシックカーラリー沖縄 

※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申込書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東京都千代田区麹町 4-3-6-702 

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

http://www.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（22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。

　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。

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・23日朝食含む）

住　　　所
〒　　　　- 血　液　型

FAX

携 帯 電 話 E-mail

電　　　話

　　　　　　　歳 男　・　女

　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

生 年 月 日 年　　齢

年　　齢

　　　　　　　歳 男　・　女

性　　別

性　　別

フ リ ガ ナ

車色／生産国

登録番号

車台番号

生 年 月 日

　　　　　年　　　　　月　　　　　日

取得年月日免許証番号

携 帯 電 話

電　　　　話

氏　　　　名

FAX

血　液　型

Classic Car Rally OKINAWA 2016　　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

JAF加入の有無 有　　　　　・　　　　　無

JAF加入の有無 有　　　　　・　　　　　無

フ リ ガ ナ

住　　　　所
〒　　　　-

E-mail

　　　　　年　　　　　月　　　　　日氏　　　名



 
 

誓 約 書 

 

私は、平成 28年 1月 23 日～1月 24 日に開催される『クラシックカーラリー沖縄 2016』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          



   

Classic Car Rally OKINAWA 2016 

車両輸送方法及び航空券手配について 

 
 
現在、輸送方法・航空券手配について海運会社・旅行会社と調整をしています。 
日程、金額等が決定しましたらイベントホームページ及び郵送にてご案内致し

ます。ご不明点等ございましたら事務局までお問い合わせください。 
 
       
【問い合せ先】 クラシックカーラリー沖縄実行委員会 

〒102-0083 東京都千代田区麹町 4-3-6-702 
Tel 03-6380-9234   Fax 03-3238-0912 
e-mail info@ccr-okinawa.jp 
http://www.ccr-okinawa.jp/ 

mailto:info@ccr-okinawa.jp


 

Classic Car Rally OKINAWA 2016 

車両輸送方法についてのご案内 

 

 

車両輸送方法に関する概要をお伝え致します。別紙をご確認の上、お手続きの程宜しくお願い致します。 

日時・時間等の詳細については、運輸会社と調整中ですので、もうしばらくお待ちください。 

     ※ご自身で輸送手配をされる場合は、事務局へご連絡頂く必要はございません。 

 

    ◆運輸会社・船会社 

        沖縄西濃運輸株式会社 / 株式会社シー・リンク/ 株式会社シー・リンク沖縄 / 

マルエーフェリー株式会社 / ＴＯＭＯ商会 

    

    ◆車両搬入・搬出地 

       東京 ： 若洲埠頭（江東区若洲 1丁目） 

       関西 ： 大阪南港（大阪市住之江区南港南 3丁目） 

       九州 ： 博多港（福岡市東区箱崎ふ頭 5丁目） 

       沖縄 ： 那覇新港（那覇市港町 1丁目） 

          ※車両の搬入日は出港日当日です（前日持込み不可） 

搬入・搬出時は、クラシックカーラリー沖縄事務局スタッフが受付・立会いを行います。 

 

    ◆輸送日程 

     正式な日程・時間等は、11月中旬から下旬頃に決定致します。 

      ※現時点の出港予定日としては、2016年 1月 15日（金）～1月 19日（火）間で調整中です。 

詳細につきましては、郵送及びイベントホームページにて公表致します。 

    

 

 

クラシックカーラリー沖縄実行委員会 

〒102-0083東京都千代田区麹町 4-3-6-702 

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

http://www.ccr-okinawa.jp/ 

 



 

Classic Car Rally OKINAWA 2016 

車両輸送方法 

◎お申し込みの流れ 

車両輸送依頼書を事務局へ郵送 記載内容をご確認頂き自署・捺印のうえ、事務局へご郵送ください。 輸送申込締切 

↓   

輸送費のお振込 下記振込口座へ輸送費をお振込ください。※参加費用と合算で振込可 2015年 

↓  12 月 10日（土） 

日程・日時のご連絡 イベント規定等各種書類一式と共にご郵送致します。 必着 

↓   

各港へ車両持込 事務局が受付・立会い下、各自作業をお願い致します。  

 

■輸送について、下記条件 1～6の項目をご確認頂き、承諾して頂いた方のみ承ります。 

1. 車両の港 持込 ～ 港 引取 

2. 船内搬入・搬出時の作業及び立会いは、原則として出港日・入港日の当日に御本人様にて 

お願い致します。 

3. 保険料金は輸送費に含まれておりませんので、保険加入は御自身でお願い致します。 

4. 車両の搬入は、出港日の当日（午前中予定）です。（前日持込み不可） 

5. 輸送に関するお問い合わせは、事務局へお願い致します。 

6. 車両輸送手配依頼書兼誓約書に自署・捺印をお願い致します。 

  

■輸送費及び振込口座 

輸送費  \145,000- （税込） 

※輸送費には、沖縄での保管・管理代等が含まれています。 

【振込口座】 

三菱東京 UFJ銀行 笹塚支店  

普通預金 口座番号 : 0224063 口座名義 : クラシックカーラリー沖縄 

※振込手数料はお申込者様がご負担下さい。 

※お振込名義が申込者様と異なる場合は電話またはメールにてご連絡ください。 

 

■期日までに費用のご入金確認が出来ない場合、輸送手配をお受けできませんのでご注意ください。 

また、輸送に関する日程等の詳細については決定次第ご連絡致します。 

 

 

 クラシックカーラリー沖縄実行委員会 

〒102-0083東京都千代田区麹町 4-3-6-702 

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

http://www.ccr-okinawa.jp/ 

 



車両輸送手配依頼書 

 

クラシックカーラリー沖縄実行委員会 御中 

 

ご希望航路を下記表から選択してください。 

また、誓約書の内容をご確認の上、自署捺印をお願い致します。 

※車両輸送にあたり運送会社へ提出が必要な情報（氏名、車種等）はエントリーフォームを基に事務局で

取り纏めて連絡致します。 

 

・航路を指定してください 

出港・到着地  到着・出港地 

東京（若洲港）   

関西（大阪南港）  沖縄（那覇新港） 

九州（博多港）   

 

備 考（往路・復路の航路をそれぞれ変えたい等、ご要望はこちらにご記入ください） 

 

 

車 両 輸 送 誓 約 書 

 

私は、平成 28年 1月 23日～1月 24 日に開催される『クラシックカーラリー沖縄 2016』へ参加するにあたり、

車両輸送について下記項目に同意致します。 

 

1． 船内への搬入・搬出作業は、自身もしくは自身立会いの下で行います。都合により自身で作業が行うことが

できない場合は、作業に関する一切の判断をクラシックカーラリー沖縄実行委員会へ委ねます。 

2． 輸送に関する保険は、自身で用意致します。 

3． 輸送中に車両が故障する等の事故・トラブルが起きた場合には、自身が加入する保険または自費にて対応致

します。 

4． 搬入・搬出・輸送中に事故・トラブルにより車両が故障する等の事象が起きた場合において、下記関係者へ

の一切の損害賠償を求めません。 

沖縄西濃運輸株式会社 / 株式会社シー・リンク / 株式会社シー・リンク沖縄 

マルエーフェリー株式会社 / TOMO商会 / クラシックカーラリー沖縄実行委員会 

 

平成     年     月     日 

 

（自筆署名・捺印）  

 

印  

                          


