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1
参加申込規約・誓約書をお読みのうえ、同意いただけましたら、
エントリーシートに必要事項をご記入ください。
サポートカーの申請をされる方は、サポートカー申請書にご記入ください。

3

2

必要書類

申込締切

イベント期間中有効な免許証のコピー（運転される方）1
イベント期間中有効な車検証のコピー2
イベント期間中有効な自賠責保険証のコピー3
イベント期間中有効な任意保険証のコピー4
Classic Japan Rally 2021 YOKOHAMA Y162 誓約書5
車輌の写真（紙焼き、CD-R、または画像データ）⇒P9参照6
車輌に関する思い出・エピソード文（※任意）⇒P9参照7
株式会社ポルシェ ジャパン様に関するアンケート8

2021年4月22日（木）
振込締切

2021年4月29日（木）

エントリーシート（サポートカーの申請がある方は、サポートカー申請書）と、下記必要書類を事務局まで
ご郵送、FAXまたはメール添付にてご送付ください。書類到着をもってエントリー受付とさせていただきます。

選考を通過されました方に事務局より受理書を郵送いたします。
同封のご案内に記載の指定口座に参加費をお振り込みください。
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〒240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色 1985-1　（株）インプレッション内　一般社団法人クラシックジャパンラリー宛

FAX送信先

046-877-5509
エントリー専用メールアドレス

entry@cjrally.jp

郵送先



Classic Japan Rally 2021
YOKOHAMA Y162

参加申込規約

本参加申込規約（以下、本規約）は、一般社団法人 クラシックジャパンラリー（以下、当法人）が主催する
『Classic Japan Rally 2021 YOKOHAMA Y162』（本文、以下イベント）に関する事項を定めたものです。
本イベントに参加を希望される方（以下、参加者）は、参加申込にあたり、以下の本規約に従っていただくことに
なります。
あらかじめ内容をよくお読みになり、ご理解いただいたうえでお申込くださいますようお願いいたします。
お申込いただいた時点で本規約に同意したものとさせていただきます。

第1条 【お申込とお申込の成立】
（1）  イベントへのお申込は、参加者の氏名、連絡先、その他必要事項をエントリーシートにご記入いただき当法

人に提出しなければなりません。
（2）  お申込の成立は、選考後にお知らせする指定口座に参加費の入金を確認した時に有効に成立し、参加者は本

規約の定めに従い参加者の資格を取得するものとします。
（3）  当法人は受理書を郵送することにより、参加者の申込を承諾するものとします。

第2条 【お申込の条件】
（1）  お申込内容に不備がある場合、あるいはすべての書類が添付されていない場合は受付できません。
（2）  参加費に含まれるものは、イベント開催中全行程のドライバー、コ・ドライバーの宿泊費、食事代、記念品代です。
（3）  ドライバーは普通自動車運転免許証以上の取得者で満 25 歳以上に限られます。

コ・ドライバーは成人以上とします。この条件下でドライバー、コ・ドライバーが運転免許取得者であれば、
登録された 2名が運転を交代することは認められます。参加者の年齢は当法人が承認した場合に限っての
み制限外の参加を認めます。

（4）  イベント期間中、参加者がやむをえない事情により登録されていない第三者に変更する場合、当法人の決定
に従ってください。表彰は参加車輌に対して与えられますので、ドライバー、コ・ドライバーに変更があっ
ても受賞対象外とはなりません。

（5）  参加者は、参加車輌のメンテナンス等のサポートカーを同行させることができます。
アシスタント及びサポートカーは事務局に登録された方と車輌に限ります。
サポートカーは参加車輌のようなクラシックタイプ、大型車輌（レッカー車）、及び普通車の後部にキャリアを
連結した車輌はサポートカーとして認められません。
※サポートスタッフは、参加者とは別のホテルに宿泊する場合があります。

（6）  すべての参加車輌及びサポートカーは、イベント開催期間中に有効な自賠責保険及び任意保険へ加入しなけ
ればなりません。
海外からの参加車輌も日本国内で通用する保険へ加入しなければなりません。任意保険は参加者が加入して
いる保険会社によってはラリー特約などへの加入が必要です。
すべての参加者及びサポートカーはイベント開始以前に保険会社と保険適用の有効性を確認の上、イベント
開催中に有効な保険に加入しなければなりません。

（7）  参加者及びアシスタントが一般公道以外の私的敷地内に於いて交通事故・破損事故・傷害事故・死亡事故・
疾病事故を起こした場合、参加者及びアシスタントが加入している保険での損害賠償の有効、無効に拘わらず、
事故を起こした参加者は自己の責任に於いて対処し、すべての賠償責任を負わなければなりません。
※イベント期間中も有効な保険証の提示が義務付けられます。

（8）  お申込受理後の参加車輌の変更は原則的に認められません。ただし、当法人が承認する場合に限ってのみ参加
車輌の変更を認めます。
参加車輌が変更になった場合のゼッケン番号は、当法人の決定に従ってください。

（9）  イベントの開催期間中、あるいはイベントの開催期間以前に、本規約の掲載事項に違反行為をした場合、参加
者はイベントへの参加続行の判断を当法人の決定に委ねるものとします。

（10）参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると当法人が判断する場
合、ご参加をお断りする場合があります。

（11）その他参加者についてイベント参加がふさわしくないと当法人が認める事情がある場合、ご参加をお断りする
場合があります。

（12）イベントの応募が募集予定数に達した場合、ご参加をお断りする場合があります。
（13）1945年までに製造された車輌は、駐車エリア、誘導等において1946 年以降に製造された車輌より優先され

ます。競技においては車輌係数、年式係数は与えられません。

第3条 【イベント運営・ルート変更・スケジュール変更】
（1）イベントの運営においてルート変更及びスケジュール変更に関して、参加者は当法人の判断に委ねるものとし

ます。

第4条 【キャンセル料及び代金の払い戻し】
（1）参加者の事由によるお申込後のキャンセルは、下記の料率でキャンセル料を申し受けます。

返金の際の振込手数料、書留郵送料は差し引いた金額となります。
　　・キャンセルの通知日とキャンセル料
　　　2021 年 4 月 29 日まで…無料
　　　2021 年 4 月 30 日以降…100%
（2）イベントの開催期間中、あるいはイベントの開催期間以前の天変地異、社会情勢、不可抗力等主催者の責に

帰さない事由によるイベントのルート、開催日程、タイムスケジュール等の変更、短縮及び中止等すべての決定は、
当法人が判断し、参加費の返済は行いません。
ただし、新型コロナウィルス感染防止を理由に当法人が開催中止を決定した場合は、既にお支払いしてい
ただいている代金全額から振込手数料、書留郵送料は差し引いた金額を返金します。

第5条 【個人情報の取り扱い】
（1）当法人は、取得した個人情報を次の目的以外に使用することはありません。
 ・大会プログラムへの記載
 ・競技場内でアナウンス等
 ・競技場内外の掲示板に提示
 ・大会公式Web サイト
 ・大会公式ソーシャルネットワーク
 ・その他イベントに関わる告知媒体
（2）当法人が取得した個人情報は、取得の際に示した利用目的もしくは、それと合理的な関連性にあると範囲内で、

業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。また、個人情報を第三者との間で共同利用し、または、個人情
報の取扱いを第三者に委託する場合には、共同利用の相手方および第三者についての個人情報の適正な利用を
実現するための監督を行ないます。

（3）当法人は、利用者の個人情報を適切に収集、利用、管理、および保管し、必要に応じてイベント協賛会社への
提供を行います。

第6条 【録音・録画・撮影記録の使用】
（1）イベントの模様を撮影するテレビカメラ、ムービー、スティールカメラ等による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ものとします。
（2）競技結果等は、Classic Japan Rally ウェブサイト上で公開されます。

また、過去の記録としてホームページ上に保存され、次年度以降も記録検索によって公開されます。
（3）競技結果等は大会報告書に記載されます。
（4）報道機関の取材によって、新聞等のメディアで公開されます。

第7条 【本規約の変更】
本規約は変更する場合があります。本規約が変更された場合、イベントでは変更後の本規約が適用されるものと
します。

付則
（1） 本規約は 2020 年 12 月 24 日から施行します。

神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-2-1 ランドマークタワー 19 階
一般社団法人クラシックジャパンラリー
代表　岡野正道
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（3）  ドライバーは普通自動車運転免許証以上の取得者で満 25 歳以上に限られます。

コ・ドライバーは成人以上とします。この条件下でドライバー、コ・ドライバーが運転免許取得者であれば、
登録された 2名が運転を交代することは認められます。参加者の年齢は当法人が承認した場合に限っての
み制限外の参加を認めます。

（4）  イベント期間中、参加者がやむをえない事情により登録されていない第三者に変更する場合、当法人の決定
に従ってください。表彰は参加車輌に対して与えられますので、ドライバー、コ・ドライバーに変更があっ
ても受賞対象外とはなりません。

（5）  参加者は、参加車輌のメンテナンス等のサポートカーを同行させることができます。
アシスタント及びサポートカーは事務局に登録された方と車輌に限ります。
サポートカーは参加車輌のようなクラシックタイプ、大型車輌（レッカー車）、及び普通車の後部にキャリアを
連結した車輌はサポートカーとして認められません。
※サポートスタッフは、参加者とは別のホテルに宿泊する場合があります。

（6）  すべての参加車輌及びサポートカーは、イベント開催期間中に有効な自賠責保険及び任意保険へ加入しなけ
ればなりません。
海外からの参加車輌も日本国内で通用する保険へ加入しなければなりません。任意保険は参加者が加入して
いる保険会社によってはラリー特約などへの加入が必要です。
すべての参加者及びサポートカーはイベント開始以前に保険会社と保険適用の有効性を確認の上、イベント
開催中に有効な保険に加入しなければなりません。

（7）  参加者及びアシスタントが一般公道以外の私的敷地内に於いて交通事故・破損事故・傷害事故・死亡事故・
疾病事故を起こした場合、参加者及びアシスタントが加入している保険での損害賠償の有効、無効に拘わらず、
事故を起こした参加者は自己の責任に於いて対処し、すべての賠償責任を負わなければなりません。
※イベント期間中も有効な保険証の提示が義務付けられます。

（8）  お申込受理後の参加車輌の変更は原則的に認められません。ただし、当法人が承認する場合に限ってのみ参加
車輌の変更を認めます。
参加車輌が変更になった場合のゼッケン番号は、当法人の決定に従ってください。

（9）  イベントの開催期間中、あるいはイベントの開催期間以前に、本規約の掲載事項に違反行為をした場合、参加
者はイベントへの参加続行の判断を当法人の決定に委ねるものとします。

（10）参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると当法人が判断する場
合、ご参加をお断りする場合があります。

（11）その他参加者についてイベント参加がふさわしくないと当法人が認める事情がある場合、ご参加をお断りする
場合があります。

（12）イベントの応募が募集予定数に達した場合、ご参加をお断りする場合があります。
（13）1945年までに製造された車輌は、駐車エリア、誘導等において1946 年以降に製造された車輌より優先され

ます。競技においては車輌係数、年式係数は与えられません。

第3条 【イベント運営・ルート変更・スケジュール変更】
（1）イベントの運営においてルート変更及びスケジュール変更に関して、参加者は当法人の判断に委ねるものとし

ます。

第4条 【キャンセル料及び代金の払い戻し】
（1）参加者の事由によるお申込後のキャンセルは、下記の料率でキャンセル料を申し受けます。

返金の際の振込手数料、書留郵送料は差し引いた金額となります。
　　・キャンセルの通知日とキャンセル料
　　　2021 年 4 月 29 日まで…無料
　　　2021 年 4 月 30 日以降…100%
（2）イベントの開催期間中、あるいはイベントの開催期間以前の天変地異、社会情勢、不可抗力等主催者の責に

帰さない事由によるイベントのルート、開催日程、タイムスケジュール等の変更、短縮及び中止等すべての決定は、
当法人が判断し、参加費の返済は行いません。
ただし、新型コロナウィルス感染防止を理由に当法人が開催中止を決定した場合は、既にお支払いしてい
ただいている代金全額から振込手数料、書留郵送料は差し引いた金額を返金します。

第5条 【個人情報の取り扱い】
（1）当法人は、取得した個人情報を次の目的以外に使用することはありません。
 ・大会プログラムへの記載
 ・競技場内でアナウンス等
 ・競技場内外の掲示板に提示
 ・大会公式Web サイト
 ・大会公式ソーシャルネットワーク
 ・その他イベントに関わる告知媒体
（2）当法人が取得した個人情報は、取得の際に示した利用目的もしくは、それと合理的な関連性にあると範囲内で、

業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。また、個人情報を第三者との間で共同利用し、または、個人情
報の取扱いを第三者に委託する場合には、共同利用の相手方および第三者についての個人情報の適正な利用を
実現するための監督を行ないます。

（3）当法人は、利用者の個人情報を適切に収集、利用、管理、および保管し、必要に応じてイベント協賛会社への
提供を行います。

第6条 【録音・録画・撮影記録の使用】
（1）イベントの模様を撮影するテレビカメラ、ムービー、スティールカメラ等による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ものとします。
（2）競技結果等は、Classic Japan Rally ウェブサイト上で公開されます。

また、過去の記録としてホームページ上に保存され、次年度以降も記録検索によって公開されます。
（3）競技結果等は大会報告書に記載されます。
（4）報道機関の取材によって、新聞等のメディアで公開されます。

第7条 【本規約の変更】
本規約は変更する場合があります。本規約が変更された場合、イベントでは変更後の本規約が適用されるものと
します。

付則
（1） 本規約は 2020 年 12 月 24 日から施行します。

神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-2-1 ランドマークタワー 19 階
一般社団法人クラシックジャパンラリー
代表　岡野正道
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Classic Japan Rally 2021 YOKOHAMA Y162 誓約書

私は、2021年5月21日から23日に開催される『Classic Japan Rally 2021 YOKOHAMA Y162』（本文、以下イベント）
の参加者としてイベント開催前日及び開催期間中、以下の項目を遵守する事を誓います。

1）  イベントの開催期間中、日本国憲法、道路交通法及び関係法令を遵守し、常に安全運転を心がけ、イベントの競技
細則、規則書に従い、イベントに参加致します。

2）  心身ともに健康である。

3）  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件事故（参加車輌の盗難、交通事故による死亡、傷害、
第三者への交通事故等及び参加者の発病、私物の紛失等）が起こった場合、速やかに最寄りの警察署、消防署、
運営事務局に通報の上、対処し、すべての責任を負い、主催者及び関係者に一切の負担や迷惑をかけません。

4）  他の参加車が 3）の項目に陥り、通報が困難と判断した場合、私が代行致します。

5）消火器、故障の際のハザード（非常停止版）を携帯している。

6）  イベントの開催期間中あるいはイベントの開催期間以前の天変地異、社会情勢、不可抗力等主催者の責に帰さ
ない事由によるイベントのルート、開催日程、タイムスケジュール等の変更、短縮及び中止等すべての決定は、
主催者の判断に委ね、参加費の返済を求めません。

7）  当方の事由により、申込後の参加取りやめにつきましては、参加費の返金は求めません。

8）  イベントの模様を撮影するテレビカメラ、ムービー、スティールカメラ等による映像及び写真素材の使用及び
音声の録音素材の使用に関しては主催者に一切の権限を委ねます。

9）  参加者同士やイベント開催地域の人々及び関係者とコミュニケーションをはかり、礼儀正しく友好的なマナー
を心掛け、イベントの参加者として恥じない行動を致します。

10） イベントの運営においてルート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。

11）イベント開催期間中に想定される、参加者、同乗者、第三者の死亡、傷害等の人身事故及び参加車輌、第三者
の車輌、関係施設への対物事故に有効な任意保険に加入し、私の責任において対処致します。

12）イベント開催中、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を主催者、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。

20　　年　　　月　　　日

■ドライバー署名 ■コ・ドライバー署名
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Classic Japan Rally 2021 YOKOHAMA Y162 サポートカー用誓約書

20　　年　　　月　　　日

■署名

私は、2021年5月21日から23日に開催される『Classic Japan Rally 2021 YOKOHAMA Y162』（本文、以下イベント）の

参加者　　　　　　　　　　のサポートとしてイベント開催前日及び開催期間中、以下の項目を遵守する事を誓います。

1）  イベントの開催期間中、日本国憲法、道路交通法及び関係法令を遵守し、常に安全運転を心がけ、イベントの競技
細則、規則書に従い、イベントに参加致します。

2）  心身ともに健康である。

3）  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件事故（参加車輌の盗難、交通事故による死亡、傷害、
第三者への交通事故等及び参加者の発病、私物の紛失等）が起こった場合、速やかに最寄りの警察署、消防署、
運営事務局に通報の上、対処し、すべての責任を負い、主催者及び関係者に一切の負担や迷惑をかけません。

4）  他の参加車が 3）の項目に陥り、通報が困難と判断した場合、私が代行致します。

5）消火器、故障の際のハザード（非常停止版）を携帯している。

6）  イベントの開催期間中あるいはイベントの開催期間以前の天変地異、社会情勢、不可抗力等主催者の責に帰さ
ない事由によるイベントのルート、開催日程、タイムスケジュール等の変更、短縮及び中止等すべての決定は、
主催者の判断に委ね、参加費の返済を求めません。

7）  当方の事由により、申込後の参加取りやめにつきましては、参加費の返金は求めません。

8）  イベントの模様を撮影するテレビカメラ、ムービー、スティールカメラ等による映像及び写真素材の使用及び
音声の録音素材の使用に関しては主催者に一切の権限を委ねます。

9）  参加者同士やイベント開催地域の人々及び関係者とコミュニケーションをはかり、礼儀正しく友好的なマナー
を心掛け、イベントの参加者として恥じない行動を致します。

10） イベントの運営においてルート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。

11）イベント開催期間中に想定される、参加者、同乗者、第三者の死亡、傷害等の人身事故及び参加車輌、第三者
の車輌、関係施設への対物事故に有効な任意保険に加入し、私の責任において対処致します。

12）イベント開催中、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を主催者、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。
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エントリーシート
メーカー名
年　　　式
排　気　量 CC
車検有効期限 20　　　年　　　月　　　日

年

／

車　　　名
車 台 番 号
登 録 番 号
車色／生産国

参加車輌 ※ ピンク色の項目欄は、必ずご記入ください。

20　　　年　　　月　　　日

血
液
型

生
年
月
日

性
　
別

男　・　女
　　　年

　　　月　　　日

電　　　話

住　　　所

姓　　　名
フ リ ガ ナ

携 帯 電 話
免許証有効期限

F A X
E-Mail

JAF加入の有無
XS ・ S ・ M ・ L ・ 2L ・ 3LWear-Size

RH＋
RH－

〒　　　-

DRIVER -ドライバー

有　・　無

血
液
型

生
年
月
日

性
　
別

男　・　女
　　　年

　　　月　　　日
RH＋
RH－

XS ・ S ・ M ・ L ・ 2L ・ 3L

電　　　話

住　　　所

姓　　　名
フ リ ガ ナ

携 帯 電 話
F A X
E-Mail

Wear-Size

〒　　　-

CO-DRIVER -コ・ドライバー ※ ドライバー１人参加の方や、ドライバーと同じ項目がある場合は記載不要です。

電
　
話

電
　
話姓　　　名

フ リ ガ ナ

姓　　　名
フ リ ガ ナ

ドライバー
緊急連絡先

コ・ドライバー
緊急連絡先

※駐車場所については、後日ご案内いたします。 ご使用の方は積載車の詳細をご記入ください（2tロングローダー、自家用車＋トレーラーなど）

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

ドライバーのイベント参加履歴（直近の履歴）
（初参加の方は紹介者のお名前をご記入ください。）

未経験（記入例：2019年6月 グランプレミオ アウトストリケ／2019年10月 ラフェスタミッレミリア）

サポートカーの参加 ※ 参加料金は、お一人様16万円（税込）です。
※ 大会期間中の宿泊は、参加者と分宿になる場合がございます。

ビギナーズブリーフィング
＜未経験の方は必ずご参加ください＞ ビギナーズブリーフィングとは、ラリー未経験者、経験が浅い方のための講習会です。

競技方法、マナー講習とコマ図の読み方講習を実施します。　※ 参加費は無料です。　

積載車使用の有無

有　　 無

後泊（  5月23日 日曜日） 希望する 希望しない

《1室料金：朝食付き・税込》1名様でご利用の場合：22,000円／2名様でご利用の場合：26,000円

《希望される場合》ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルを
ご案内させていただきます
※参加費に後泊の費用は含まれておりません。
　お部屋代金は、参加費と一緒にお振り込みください。

宿泊のご希望

参加する 参加しない

使用しない 積載車を自走 他走

有　　 無

1室 2名利用 1室 1名利用［2部屋］（宿泊人数：2名）
1室 1名利用［1部屋］（宿泊人数：1名）（宿泊者名：　　　 　 ）

《日 時》 5月21日（金） ※ 時間・場所は後日ご案内いたします。

※ 1室1名利用［2部屋］の場合、60,000円（税込）の追加料金が発生します。

1室 2名利用 1室 1名利用［2部屋］（宿泊人数：2名）※

1室 1名利用［1部屋］（宿泊人数：1名） お1人参加の方はこちら 

お名前：
品目名：

食物アレルギー（最終日表彰パーティーのみ対応）
※ご希望に添えない場合がございます。
※好き嫌いにはご対応いたしかねます。

＜有の場合のみ記入＞ お2人どちらか分かるようにご記入ください。 
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サポートカー申請書

生
年
月
日

性
　
　
別

男　・　女
　　　年

　　　月　　　日

電　　　話

住　　　所

携 帯 電 話

F A X

会社名 会社電話番号

会 社 F A X

E-Mail

〒　　　-

会社住所
〒　　　-

サポート者情報

姓　　　名

フ リ ガ ナ
※ ピンク色の項目欄は、必ずご記入ください。ラリー参加者情報

姓　　　名

フ リ ガ ナ

※ 免許証（運転される方）のコピー・車検証のコピーを必ずご提出ください。
※ 参加料金は、お一人様16万円（税込）です。
※ 大会期間中の宿泊は、参加者と分宿になる場合がございます。
※ 仮ナンバー車は参加できません。
※ サポートクルーが複数の場合は用紙をコピーして人数分ご記入ください。
※ クラシックカー、レッカー車、リアキャリア車は不可となります。
※ サポートとして参加される方は、参加者にお配りするレギュレーションに従い、ルールとマナーを守ってイベントに参加してください。

メーカー名

車　　　色

車　　　種

登 録 番 号

サポートカー情報

後泊（  5月23日 日曜日）
ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルを
ご案内させていただきます

※参加費に後泊の費用は含まれておりません。
　お部屋代金は、参加費と一緒にお振り込みください。

希望する 希望しない

《1室料金：朝食付き・税込》1名様でご利用の場合：22,000円／2名様でご利用の場合：26,000円

有　　 無
食物アレルギー（最終日表彰パーティーのみ対応）
※ご希望に添えない場合がございます。
※好き嫌いにはご対応いたしかねます。

＜有の場合のみ記入＞　品目名：
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車輌写真・エピソード文

提出方法

※ ピンク色の項目欄は、必ずご記入ください。車輌写真

デジタルデータ

紙焼き

掲載の有無

エピソード文

エピソード文

掲載を希望する 掲載を希望しない

開催地付近で配布するフリーペーパーに掲載予定の参加車輌のお写真と、参加車輌に関する思い出・エピソード文
のご提出をお願い致します。 

参加車輌のお写真を高解像度データでご提出ください。（メール、CD-ROMなどのメディアなど）

●解像度目安：約 300 万～ 500 万画素程度
　※スマートフォンの標準搭載カメラで撮影されたものを基準に考えて頂ければと存じます。解像度の上限はありません。
　※解像度について分からない場合、データをお送り頂き弊社にて判断させて頂きます。
　※解像度が大幅に足りない場合は不鮮明な状態での掲載になりますことをご了承ください。

130文字程度で、参加車輌に関する思い出やエピソード文のご提出をお願い致します。
頂いた文章を原案にリライトした上で掲載させて頂きます。文章は短くても結構です。
※メールでご提出の場合はメールの本文にご記入ください。

エントリー書類に同封してお送りください。
※紙焼きをお送り頂く場合はデータのご用意は不要です。

130文字



Classic Japan Rally 2021
YOKOHAMA Y162

株式会社ポルシェ ジャパン様に関するアンケート

ご参加の皆様に、弊イベントのメインスポンサー企業である株式会社ポルシェ ジャパン様に関するアンケートを実施
させていただきたく存じます。

是非ご協力くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

ご協力ありがとうございました。
ご記入いただきました本紙は必要書類と共にClassic Japan Rally 事務局へお送りください。

① 現在ポルシェの車輌をお持ちですか？（ご家族を含む）

 □はい □いいえ

② ①にて「はい」とお答えの方…何台お持ちですか？

 □1台 □2台 □3台 □4台 □5台 □それ以上

③ ①にて「はい」とお答えの方…車種と年式をお聞かせください。

 車種：
 年式：

④ クラシックポルシェに興味はございますか？

 □はい □いいえ

⑤ 新型ポルシェに興味はございますか？

 □はい □いいえ

⑥ ④または⑤にて「はい」とお答えの方…
 最新の情報（クラシック／新型）をメールでお受け取りされることを希望しますか？

 □はい □いいえ
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