
軽井沢 若葉まつり クラシックカータイムラリー  

ジーロ・デ・軽井沢 参加のお誘い 

  

皆様方におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

厚くお礼申し上げます。今年度も軽井沢町ならびに他各関係各位の深いご理解と多大なご協力のもと、

第17回ジーロ･デ･軽井沢を平成30年5月26日（土）～27日（日）に開催するはこびとなりましたので

謹んでお知らせいたします。 

 今大会は、世界約50カ国に500軒のホテルとリゾートを展開するグローバルホテルブランド「マリ

オットホテル」の日本国内における5軒目のホテル、2016年に開業した「軽井沢マリオットホテル」

をメイン会場として開催いたします。ゆとりあるモダンな空間と世界中で愛されるマリオットのイン

ターナショナルなおもてなしにも、どうぞご期待ください。 

大会内容につきましては、主に一般公道上をタイムラリー形式で走行する、ヒストリカルクラッシ

ック及びスポーツカーのイベントであり、参加者の皆さまにはスペシャルテスト（ヒルクライム）も

お楽しみいただきたいと考えております。 

軽井沢を拠点とするクラシックカーイベントは増加傾向にあり、自然豊かなドライブ環境が評価を

高め、定着化される事を喜ばしく思っております。皆様ご承知のとおり、軽井沢周辺は有数のリゾー

ト地であり、走行ルートにつきましても風光明媚なコース約350キロを設定しております。 

 今年度より新たな試みとして、5月27日（日）のみ参加可能な【1DAY】のコースを設けました。時

間の制約などで参加が難しい方も、この機にふるってお申込みいただきたいと願っております。 

タイムの計測・集計方法などにつきましてはジーロ・デ・軽井沢独自の方式で行います。 

また戦前車につきましては、ハンディキャップ制を設けておりますのでお気軽にご参加下さい。 

軽井沢のイベントとしてより充実した内容で皆様をお迎えいたします。 

 風薫る五月、新緑の美しい軽井沢で皆様のお越しを大会関係者一同心よりお待ちしております。 

                    

 ジーロ・デ・軽井沢実行委員会             

 

【個人情報保護について】 

当大会では個人情報を遵守いたします。お客様にご記入いただきましたお名前、ご住所、ご連絡

先などの個人情報は第三者に漏らすことはいたしません。大会運営上におきまして必要な場合の

ご連絡先として使用いたします。 



名         称 第17回 ジーロ･デ･軽井沢  

期      日  平成30年5月26日（土）～27日（日） 

開  催  場  所 長野県北佐久郡軽井沢町、軽井沢マリオットホテル 

主     催 ジーロ･デ･軽井沢実行委員会 

参加可能車輌 別紙ご参照ください。レプリカ車輌、仮ナンバーでの参加はできません。 

  一般公道を使用するため、公道上の保安基準に基づいた車輌に限ります。 

  任意保険、自賠責保険には必ず加入してください。 

参 加 資 格 16歳以上の方（ドライバーは１８歳以上） 

参 加 費 用(2DAY)     

●1台2名 115,000円（1名様でのご参加も同一料金となります） 

 ※上記の金額は１部屋ご利用の金額となります。 

5/26の昼食、ウエルカムパーティー、宿泊費、入湯税（10％のサービス料及び 

サービス料を加算した上での8%の消費税）が含まれます。 

5/27の朝食、フェアウエルランチ（10％のサービス料及びサービス料を加算し

た上での8%の消費税）が含まれます。 

参 加 費 用(1DAY) 

          ●1台2名 50,000円（1名様でのご参加も同一料金となります） 

5/27の参加者のフェアウエルランチ（10％のサービス料及びサービス料を加算 

した上での8%の消費税）が含まれます。 

参加申込締切  参加申込書は2DAY と1DAY 共通ですが、□印にチェックマーク☑をご記入くだ

さい。 

平成30年4月23日（月）参加申込用紙必着とさせていただきます。 

  余裕をもってお申し込みください。 

参 加 受 理 書   5月上旬、事務局より書面にてお送りします。 

  今回お申し込みをいただいたにも関わらずご希望に添えない場合には４月下旬ま

でにご通知いたします。この場合の参加費用は全額ご返却となります。いったん

受理された方の参加費用はいかなる理由がございましても、返金できません。ま

た申込締切日以降、実行委員会より受理書の到着がない場合でもキャンセルはで

きかねますので、あらかじめご了承ください。 

宿 泊 ホ テ ル     軽井沢マリオットホテル および近隣ホテル 



              <<サポート車輌について>>                                        

サポート車輌がある場合には事前にお申し込みください。お申し込みがない場合には会場内に入れな

いことがございますので、必ず事前のお申し込みをお願いします。1台につき10,000円の追加となり

ます。 

<<前泊のお申し込み>> 

大会初日、5月26日（土）の集合時間ですが、午前7時前後を予定しております。また5月27日（日）

の終了は午後3時を予定しております。ご希望のお客様には5月25日（金）ホテルの宿泊のご予約を承

ります。料金は1泊朝食付き2名様でご利用の場合38,000円（入湯税、10％のサービス料及びサービ

ス料を加算した上での8%の消費税を含む）です。 

実行委員会事務局まで電話（0267-45-4271）、E メール（giro@60s.co.jp）、もしくはお申込書に 

お書添えください。前泊費用につきましても、参加費用とあわせてお振込みください。 

<<参加申し込み方法>>                                                 

１．参加申込書のすべての欄をご記入ください。 

２．誓約書にドライバー、コ・ドライバーの署名・捺印。 

３．参加費用を下記銀行口座に振り込み、振込用紙のコピーを添えるか振込日、振込金額をお書     

き添えください。尚、参加者名と異なる名称でお振り込みの際はお手数ですがご連絡をお願いし

ます。お振込み手数料は各自ご負担ください。 

●参加費用振込口座 

八十二
はちじゅうに

銀行 中軽井沢支店 普通 ３９７３２４ ジーロ･デ･軽井沢 実行委員会 

４．参加車輌の車検証のコピー（有効期限内のものを必ず添付してください） 

５．参加車輌の全容がわかるデータ、もしくはカラー写真サービス判1枚でも可能。 

  大会ウェブサイトに掲載いたしますので顔がはっきりわかるもの、不鮮明なもの、コピー用紙に

印刷したものは受け付けられません。データの場合は E-mail giro@60s.co.jp まで参加者氏名を

お書き添えのうえお送りください。 

※必要書類を再度ご確認のうえ、実行委員会宛に平成30年4月23日（月）必着にてご郵送ください。

お電話や FAX でのお申し込みはできません。 

※参加費用のご入金確認ができませんと、お申込書をお送りいただいても正式な受付にはなりません

のでご注意ください。 

※お申込の際にお送りいただきました書類は、受理・不受理に関わらず返却できませんので、予めご

了承ください。 
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歳 男・女



誓約書 

ジーロ･デ･軽井沢 実行委員会 御中 

1． 私は本大会の定める規則を厳守し、従うことを誓います。 

2． 本大会開催中に起きたあらゆるトラブルについて、大会役員、係員、関係者及び第三者に対

し誹謗中傷などをおこなったり、損害賠償を要求しないことを誓約いたします。またこのこ

とは、事故が主催団体または大会関係者の手違いなどに起因した場合であっても変わりあり

ません。 

3． 運転に際しては、道路交通法を厳守して交通安全を最優先し、他者に対して危険となる行為

は行わないことを誓約いたします。 

4． 本大会が公開され、取材、報道、写真、録音の対象となることは主催者の権限であり、対価

を要求いたしません。また主催者は私たちの氏名、写真、映像を使用公表することは自由で

あることを承諾します。 

5． 本大会開催中、誓約書に記載してある事項に違反をした場合、大会への参加続行の判断は主

催者および関係者にゆだね、決して意義申し立てはいたしません。 

私は第 17回ジーロ・デ・軽井沢の参加者として、上記の項目を厳守することを誓います。 

 平成 30 年 5月 26 日、27 日 

ドライバー（自筆署名･捺印） 

                             印 

コ・ドライバー（自筆署名・捺印） 

                             印 



参　加　出　場　可　能　車　両

イタリア車

ABARTH ALFA  ROMEO
DE  TOMASO FERRARI
FIAT LAMBORGHINI
LANCIA MASERATI

AMS/ASA/ATS/BANDINI/BIZZARINI/CISITALIA/ERMINI/DE SANCTIS
GIANNINI/GIAUR/ISO/RIVOLTA/MORETTI/NARDI/OSCA/SIATA

イギリス車

AC ASTON MARTIN
AUSTIN AUSTIN HEALEY
BENTLEY FOAD(GB)
HILLMAN JAGUAR
LOTUS MG
MORRIS TRIUMPH

フランス車

ALPINE RENAULT BUGATTI スポーツモデル
CD/DB スポーツモデル PANHARD スポーツモデル
RENAULT

ドイツ車

BMW MERCEDES BENZ
PORSCHE

その他

ARNOTT/BERKELEY/BRISTOL/ELVA/FRAZER NASH/GINETTA/HEALEY/HRG/
MARCOS/MORGAN/NSU/PEUGEOT/SAAB/SIMCA/SUMBEAM/SWALLOW/

尚、上記車種及び上記車種以外であっても、１９５９年以前のスポーツモデル、もしくは
１９７４年以前のスポーツプロトタイプであればお申し込みいただけます。

1971年以前のスポーツモデル 1972年以前のスポーツモデル
1973年以前の2シータースポーツ 1974年以前の2シータースポーツ
1972年以前のスポーツモデル 1973年以前の2シータースポーツ
1972年以前のスポーツモデル 1973年以前のスポーツモデル

STANGUELLINI 等のスポーツモデル

1972年以前のスポーツモデル 1972年以前のスポーツモデル
1969年以前のスポーツモデル 1970年以前の2シータースポーツ
1959年以前のスポーツモデル 1969年以前のスポーツモデル
1971年以前のスポーツモデル 1968年以前の2シータースポーツ
1971年以前の2シータースポーツ 1970年以前のスポーツモデル
1969年以前のスポーツモデル 1973年以前の2シータースポーツ

1972年以前の2シータースポーツ

1970年以前のスポーツモデル

1972年以前のスポーツモデル 1963年以前の2シータースポーツ
1973年以前のスポーツモデル

TALBOT/TRIDENT/TVR　等の１９６９年以前のスポーツモデル


