
第 10 回　調布多摩川支部　有志の実行委員会　主催によるの実行委員会　主催による実行委員会　主催によるによる

　「クルマで遊ぼう 遊ぼう ぼう !! みんなで遊ぼう 走ろうろう！ファミリーサーキットデイ」　募集要項

開催による日/会場　　：　令和 2 年 3 月 8 日（日）　　袖ケ浦フォレストレースウエイケ浦フォレストレースウエイ浦フォレストレースウエイフォレストレースウエイ/千葉県袖ケ浦フォレストレースウエイケ浦フォレストレースウエイ浦フォレストレースウエイ市林 348-1

　　　　　　　　　　　　（アクアライン経由で圏央道経由で圏央道で遊ぼう 圏央道/木更津東出口よりより 15 分位、都心からから 1 時間以内です）で遊ぼう す）

ご参加者　　　　 ：　参加者　　　　 ：　1.　有効な運転免許証の所持者で開催主旨、規則、マナーを遵守いただける方々な運転免許証の所持者で開催主旨、規則、マナーを遵守いただける方々の実行委員会　主催による所持者で遊ぼう 開催による主旨、規則、マナーを遵守いただける方々遵守いただける方々いただける方々

2. 実行委員会が参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々したクラブの関係者、及び参加を認めた方々の実行委員会　主催による関係者、及び参加を認めた方々び参加を認めた方々参加を遵守いただける方々認めた方々めた方々

参加車輌　　　　 ：　一般的なファミリーカー、なファミリーカー、SUV，軽自動車、スポーツカー、クラシックカー、ビンテージカー軽自動車、スポーツカー、クラシックカー、ビン経由で圏央道テージカー, レースカー等

で遊ぼう 安全基準を満たしていること。登録車輌は直近の点検済みである事。を遵守いただける方々満たしていること。登録車輌は直近の点検済みである事。たしていること。登録車輌は直近の点検済みである事。登録車輌は直近の点検済みである事。直近の点検済みである事。の実行委員会　主催による点検済みである事。みで遊ぼう ある事。登録車輌は直近の点検済みである事。

イベン経由で圏央道トの実行委員会　主催による内です）容　 ：　日常では走行を体験することが稀なサーキットを使い、様々な形態の走行枠を設け自動車の本来ので遊ぼう は直近の点検済みである事。走ろう行を遵守いただける方々体験することが稀なサーキットを使い、様々な形態の走行枠を設け自動車の本来のすることが参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々稀なサーキットを使い、様々な形態の走行枠を設け自動車の本来のなサーキットを遵守いただける方々使い、様々な形態の走行枠を設け自動車の本来のい、様々な形態の走行枠を設け自動車の本来のの実行委員会　主催による走ろう行枠を設け自動車の本来のを遵守いただける方々設け自動車の本来のけ自動車の実行委員会　主催による本来のの実行委員会　主催による

目的なファミリーカー、で遊ぼう あることの実行委員会　主催によるひとつの実行委員会　主催による「走ろうることの実行委員会　主催による楽しさ」をレベルに応じてご家族、お仲間と共に楽しんで頂きたいしさ」を遵守いただける方々レベルに応じてご家族、お仲間と共に楽しんで頂きたいじてご参加者　　　　 ：　家族、お仲間と共に楽しんで頂きたい仲間と共に楽しんで頂きたいに楽しさ」をレベルに応じてご家族、お仲間と共に楽しんで頂きたいしんで遊ぼう 頂きたいきたい

と考えています。また、場内では旧車などの同乗体験なども企図しています。但し、場内に於いて事故えています。登録車輌は直近の点検済みである事。また、場内です）で遊ぼう は直近の点検済みである事。旧車などの実行委員会　主催による同乗体験することが稀なサーキットを使い、様々な形態の走行枠を設け自動車の本来のなども企図しています。但し、場内に於いて事故企図しています。但し、場内に於いて事故しています。登録車輌は直近の点検済みである事。但し、場内に於いて事故し、場内です）に於いて事故いて事故

による破損、怪我、は直近の点検済みである事。全てが参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々自己責任です。主催者、コースは一切の責任を負いませんのでご了承ので遊ぼう す。登録車輌は直近の点検済みである事。主催による者、コースは直近の点検済みである事。一切の責任を負いませんのでご了承のの実行委員会　主催による責任です。主催者、コースは一切の責任を負いませんのでご了承のを遵守いただける方々負いませんのでご了承のいませんの実行委員会　主催によるで遊ぼう ご参加者　　　　 ：　了承のの実行委員会　主催による

上ご参加を御願いします。スポーツ傷害保険は今回も取り扱う予定です。ご参加者　　　　 ：　参加を遵守いただける方々御願いします。スポーツ傷害保険は今回も取り扱う予定です。いします。登録車輌は直近の点検済みである事。スポーツ傷害保険は今回も取り扱う予定です。は直近の点検済みである事。今回も企図しています。但し、場内に於いて事故取り扱う予定です。り扱う予定です。う予定です。で遊ぼう す。登録車輌は直近の点検済みである事。

参加車輌の実行委員会　主催によるクラス　：　各参加、走ろう行車輌には直近の点検済みである事。上ご参加を御願いします。スポーツ傷害保険は今回も取り扱う予定です。限95dbの実行委員会　主催による騒音規制があり超える車輌は走行出来ませんが参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々あり超える車輌は走行出来ませんえる車輌は直近の点検済みである事。走ろう行出来のません

車輌クラス表記 車輌の実行委員会　主催によるカテゴリー
A ファミリーカー（ワン経由で圏央道ボックス、ハイブの関係者、及び参加を認めた方々リッド、電気等）、SUV、軽自動車等の実行委員会　主催による乗用車
B スポーツカー、レース/サーキット用、等の実行委員会　主催による車輌
C クラッシックカー/50‘～85‘位まで遊ぼう の実行委員会　主催による国産、輸入車両
D ヴィン経由で圏央道テージカー/戦前の製造～の実行委員会　主催による製造～40‘年代位まで遊ぼう の実行委員会　主催による国産、輸入車輌
E 主催による者/自身の車輌による同乗体験の実行委員会　主催による車輌による同乗体験することが稀なサーキットを使い、様々な形態の走行枠を設け自動車の本来の/運転は直近の点検済みである事。主催による者が参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々行います

走ろう行クラス分け　：　　各人、各車輌は直近の点検済みである事。クラスを遵守いただける方々重複してエントリーすることが出来ますしてエン経由で圏央道トリーすることが参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々出来のます

走ろう行クラス 走ろう行の実行委員会　主催による内です）容 時間/回数
1 パレードラン経由で圏央道/定です。員まで遊ぼう 乗車可/ヘルメット等不要/ペースカーが参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々先導 15 分 x2 回
2 スポーテイーな走ろう行/認めた方々証の所持者で開催主旨、規則、マナーを遵守いただける方々者は直近の点検済みである事。隣席に同乗可に同乗可/装備必要/状況によりペースカー先導ありによりペースカー先導あり 15 分 x2 回
3 スポーツ走ろう行/ドライバーの実行委員会　主催によるみ乗車/装備必要/計時なし/フリー走ろう行 15 分 x3 回
4 スポーツ走ろう行/ドライバーの実行委員会　主催によるみ乗車/装備必要/計時あり/フリー走ろう行/スタート練習ありあり 15 分 x3 回
5 Vintage Carスポーツ走ろう行/装備必要/計時あり/フリー走ろう行/認めた方々証の所持者で開催主旨、規則、マナーを遵守いただける方々者は直近の点検済みである事。隣席に同乗可に同乗可 15 分 x2 回
6 エン経由で圏央道ジョイサーキットラン経由で圏央道/助手席に同乗可で遊ぼう 同乗体験することが稀なサーキットを使い、様々な形態の走行枠を設け自動車の本来の走ろう行/装備必要 3Lap.x2 回

TBCC 1972 年製迄を中心としたレース形式の走行会、会員登録必要を遵守いただける方々中心からとしたレース形式の走行会、会員登録必要の実行委員会　主催による走ろう行会、会員登録必要/車輌規定です。、クラスあり 予選/決勝
＊クラス 2.で遊ぼう の実行委員会　主催による同乗者は直近の点検済みである事。同伴ビジターです。また、ドライバーはコースでの走行経験を証明することが必要ですビジターで遊ぼう す。登録車輌は直近の点検済みである事。また、ドライバーは直近の点検済みである事。コースで遊ぼう の実行委員会　主催による走ろう行経験することが稀なサーキットを使い、様々な形態の走行枠を設け自動車の本来のを遵守いただける方々証の所持者で開催主旨、規則、マナーを遵守いただける方々明することが必要ですすることが参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々必要で遊ぼう す

参加費用

走ろう行クラス 対象のの実行委員会　主催による車輌クラス 参加費用 装備 同乗
1 　A. B. C. 何れもれも企図しています。但し、場内に於いて事故 1台/1ドライバー　　　6.000円 不要 定です。員まで遊ぼう 可能

2 　A. B. C. 何れもれも企図しています。但し、場内に於いて事故 1台/1ドライバー　　12.000円 必要 隣席に同乗可可/条件ありあり

3 　A. B. C. 何れもれも企図しています。但し、場内に於いて事故 1台/1ドライバー　　14.000円 必要 不可

4 　A. B. C. 何れもれも企図しています。但し、場内に於いて事故 1台/1ドライバー　　18.000円 必要 不可

5 　D./ Vintage Car 　　　〃　10台で遊ぼう 催による行の実行委員会　主催による場合 25.000円程 必要 隣席に同乗可可/条件ありあり

6 　E.用意車輌/持込車輌 参加車 1名につき　　　　　　　につき　　　　　　　5.000円 必要 不可

その実行委員会　主催による他 同伴ビジターです。また、ドライバーはコースでの走行経験を証明することが必要ですファミリー/ビジターパス 小学生以上ご参加を御願いします。スポーツ傷害保険は今回も取り扱う予定です。の実行委員会　主催によるご参加者　　　　 ：　家族/ビジター　　1.500円 ― 　　　　　―
＊Wエン経由で圏央道トリー以上ご参加を御願いします。スポーツ傷害保険は今回も取り扱う予定です。の実行委員会　主催による場合、最安参加費クラスの実行委員会　主催による参加費が参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々半額になりますがサービスアイテムはカットされますになりますが参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々サービスアイテムはカットされますは直近の点検済みである事。カットされます

＊上ご参加を御願いします。スポーツ傷害保険は今回も取り扱う予定です。記参加費には直近の点検済みである事。 1名につき　　　　　　　分の実行委員会　主催による昼食/フリードリン経由で圏央道ク付です、また、女性、お子様へはスイーツプレゼントがありますで遊ぼう す、また、女性、お仲間と共に楽しんで頂きたい子様へは直近の点検済みである事。スイーツプレゼン経由で圏央道トが参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々あります

＊就学前の製造～の実行委員会　主催による同伴ビジターです。また、ドライバーはコースでの走行経験を証明することが必要です者が参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々あり昼食不要の実行委員会　主催による場合、氏名につき　　　　　　　登録の実行委員会　主催によるみで遊ぼう 参加頂きたいけますが参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々サービスアイテムはカットされますは直近の点検済みである事。利用不可で遊ぼう す

＊申込書をを遵守いただける方々 Fax.送信なさる場合、なさる場合、042-486-7735へ願いします。スポーツ傷害保険は今回も取り扱う予定です。います、同時に必ず 042-488-5562へ着信なさる場合、確認めた方々を遵守いただける方々下さいさい

＊Vintage Classの実行委員会　主催による参加費は直近の点検済みである事。出走ろう台数により異なります、なります、2/15（土）の実行委員会　主催による締切の責任を負いませんのでご了承の日以降にお知らせしますので入金を御願いしますにお仲間と共に楽しんで頂きたい知らせしますので入金を御願いしますらせしますの実行委員会　主催によるで遊ぼう 入金を御願いしますを遵守いただける方々御願いします。スポーツ傷害保険は今回も取り扱う予定です。いします

＊参加者登録済みである事。みの実行委員会　主催による女性及び参加を認めた方々び参加を認めた方々中学生以下さいの実行委員会　主催によるお仲間と共に楽しんで頂きたい子様には直近の点検済みである事。スイーツプレゼン経由で圏央道トが参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々あります、パスチェックで遊ぼう 受け取れます。け取り扱う予定です。れます。登録車輌は直近の点検済みである事。

＊就学前の製造～の実行委員会　主催によるビジター参加者で遊ぼう 昼食やサービスアイテムを受けるご希望がある場合は通常のビジター申込をして下さい。サービスアイテムはカットされますを遵守いただける方々受け取れます。けるご参加者　　　　 ：　希望がある場合は通常のビジター申込をして下さい。が参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々ある場合は直近の点検済みである事。通常では走行を体験することが稀なサーキットを使い、様々な形態の走行枠を設け自動車の本来のの実行委員会　主催によるビジター申込を遵守いただける方々して下さいさい。登録車輌は直近の点検済みである事。

＊同一ドライバー/同一車輌で遊ぼう 複してエントリーすることが出来ます数の実行委員会　主催による走ろう行クラスに申し込む場合、参加費の最も低いクラスの参加費が場合、参加費の実行委員会　主催による最も企図しています。但し、場内に於いて事故低いクラスの参加費がいクラスの実行委員会　主催による参加費が参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々半額になりますがサービスアイテムはカットされますになります。登録車輌は直近の点検済みである事。

　 但し、場内に於いて事故し、昼食、ドリン経由で圏央道ク、などの実行委員会　主催によるサービス及び参加を認めた方々び参加を認めた方々ほかの実行委員会　主催による特典はは直近の点検済みである事。 1名につき　　　　　　　分の実行委員会　主催によるみを遵守いただける方々受け取れます。けられます。登録車輌は直近の点検済みである事。

＊スポーツ傷害保険は今回も取り扱う予定です。に加入希望がある場合は通常のビジター申込をして下さい。の実行委員会　主催による場合は直近の点検済みである事。申込書をに印をつけてください、但し、この保険はサーキット内の全ての事故、傷害を遵守いただける方々つけてください、但し、場内に於いて事故し、この実行委員会　主催による保険は今回も取り扱う予定です。は直近の点検済みである事。サーキット内です）の実行委員会　主催による全ての実行委員会　主催による事故、傷害

　 を遵守いただける方々担保するも企図しています。但し、場内に於いて事故の実行委員会　主催によるで遊ぼう は直近の点検済みである事。ありません。登録車輌は直近の点検済みである事。また、年間保険は今回も取り扱う予定です。で遊ぼう すの実行委員会　主催によるで遊ぼう 始期は各年のは直近の点検済みである事。各年の実行委員会　主催による 4 月 1 日、終期は各年のは直近の点検済みである事。同年の実行委員会　主催による 3 月末日で遊ぼう す。登録車輌は直近の点検済みである事。

ご参加者　　　　 ：　注意事項　：　ご参加者　　　　 ：　参加に当っての基本的な注意事項ですっての実行委員会　主催による基本的なファミリーカー、な注意事項で遊ぼう す

1.　 場内です）で遊ぼう の実行委員会　主催による飲酒、酒類の実行委員会　主催による持ち込みは込みは直近の点検済みである事。一切の責任を負いませんのでご了承の禁止で遊ぼう す。登録車輌は直近の点検済みである事。また、酒が参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々残った状態での入場、参加は厳にお断りしますった状態の走行枠を設け自動車の本来ので遊ぼう の実行委員会　主催による入場、参加は直近の点検済みである事。厳にお断りしますにお仲間と共に楽しんで頂きたい断りしますりします

2.　 場内です）で遊ぼう の実行委員会　主催による火気使い、様々な形態の走行枠を設け自動車の本来の用は直近の点検済みである事。一切の責任を負いませんのでご了承の禁止で遊ぼう す。登録車輌は直近の点検済みである事。喫煙の場合の火気使用は定められたボックス内でのみ可能ですの実行委員会　主催による場合の実行委員会　主催による火気使い、様々な形態の走行枠を設け自動車の本来の用は直近の点検済みである事。定です。められたボックス内です）で遊ぼう の実行委員会　主催によるみ可能で遊ぼう す



3.　 パドック内です）には直近の点検済みである事。走ろう行車輌の実行委員会　主催によるみが参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々停められます。観覧者車輌、サービスカーは一般駐車場のみ利用可能ですめられます。登録車輌は直近の点検済みである事。観覧者車輌、サービスカーは直近の点検済みである事。一般駐車場の実行委員会　主催によるみ利用可能で遊ぼう す

4.　 パドック内です）で遊ぼう の実行委員会　主催による個人的なファミリーカー、なテン経由で圏央道トの実行委員会　主催による設け自動車の本来の営、テーブの関係者、及び参加を認めた方々ルなどの実行委員会　主催による敷設け自動車の本来のは直近の点検済みである事。お仲間と共に楽しんで頂きたい断りしますりします。登録車輌は直近の点検済みである事。また、参加者は直近の点検済みである事。自転車、スケ浦フォレストレースウエイーター等の実行委員会　主催による

使い、様々な形態の走行枠を設け自動車の本来の用は直近の点検済みである事。禁止で遊ぼう す。登録車輌は直近の点検済みである事。パドック内です）への実行委員会　主催による持ち込みは込みも企図しています。但し、場内に於いて事故お仲間と共に楽しんで頂きたい断りしますりしています。登録車輌は直近の点検済みである事。

5.　 ピット内です）、サイン経由で圏央道エリアに入る場合、参加登録が参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々すんで遊ぼう いることが参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々条件ありで遊ぼう す。登録車輌は直近の点検済みである事。また、お仲間と共に楽しんで頂きたい子様が参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々コース脇のサインエリアにの実行委員会　主催によるサイン経由で圏央道エリアに

入る場合は直近の点検済みである事。大人の実行委員会　主催による同伴ビジターです。また、ドライバーはコースでの走行経験を証明することが必要です/管理が必要ですので厳守を御願いします。が参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々必要で遊ぼう すの実行委員会　主催によるで遊ぼう 厳にお断りします守いただける方々を遵守いただける方々御願いします。スポーツ傷害保険は今回も取り扱う予定です。いします。登録車輌は直近の点検済みである事。

6.　場内です）への実行委員会　主催によるペットは直近の点検済みである事。基本的なファミリーカー、に NGで遊ぼう す。登録車輌は直近の点検済みである事。ペットが参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々進行の実行委員会　主催による中断りします原因になった場合、経費請求の対象になる可能性が有りますになった場合、経費請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々求の対象になる可能性が有りますの実行委員会　主催による対象のになる可能性が参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々有ります

7.　事前の製造～の実行委員会　主催による車輌点検を遵守いただける方々充分に受け取れます。けてからご参加者　　　　 ：　参加下さいさい。登録車輌は直近の点検済みである事。

8.　当っての基本的な注意事項です日の実行委員会　主催によるドライバーズミーテイン経由で圏央道グは受講必須です。は直近の点検済みである事。受け取れます。講必須です。で遊ぼう す。登録車輌は直近の点検済みである事。未受け取れます。講の実行委員会　主催による場合は直近の点検済みである事。当っての基本的な注意事項です日の実行委員会　主催による走ろう行が参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々で遊ぼう きません、必ず受け取れます。講してください。登録車輌は直近の点検済みである事。

9.　受け取れます。付です、また、女性、お子様へはスイーツプレゼントがあります時間は直近の点検済みである事。 7：00～7：30、ドライバーズミーテイン経由で圏央道グは受講必須です。7：30～、開会式の走行会、会員登録必要 8：00～、閉会式の走行会、会員登録必要 15：30頃の予定です。の実行委員会　主催による予定です。で遊ぼう す。登録車輌は直近の点検済みである事。

10.　装備とは直近の点検済みである事。、ヘルメット、難燃性素材の手袋、長袖、長ズボン、運転し易い靴を着用することを云います。の実行委員会　主催による手袋、長袖ケ浦フォレストレースウエイ、長ズボン経由で圏央道、運転し易い靴を着用することを云います。い靴を着用することを云います。を遵守いただける方々着用することを遵守いただける方々云います。います。登録車輌は直近の点検済みである事。

＊　他に、新型モデルの試乗会、他のイベント種目なども予定しています。最新情報はお問い合わせ下さい。モデルの実行委員会　主催による試乗会、他の実行委員会　主催によるイベン経由で圏央道ト種目なども企図しています。但し、場内に於いて事故予定です。しています。登録車輌は直近の点検済みである事。最新情報はお問い合わせ下さい。は直近の点検済みである事。お仲間と共に楽しんで頂きたい問い合わせ下さい。い合わせ下さいさい。登録車輌は直近の点検済みである事。

＊　参加費の実行委員会　主催によるお仲間と共に楽しんで頂きたい支払いは下記宛に御願いしますいは直近の点検済みである事。下さい記宛に御願いしますに御願いします。スポーツ傷害保険は今回も取り扱う予定です。いします

　　　　　　銀行名につき　　　　　　　/支店名につき　　　　　　　/預金を御願いします種目/口より座番号：　きらぼし銀行　調布支店　普通　0558579

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 口より座名につき　　　　　　　  ：　調布多摩川支部　有志の実行委員会　主催による実行委員会　代表　田中伸一　で遊ぼう す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加費用の実行委員会　主催によるご参加者　　　　 ：　入金を御願いしますは直近の点検済みである事。参加者名につき　　　　　　　で遊ぼう 御願いします。スポーツ傷害保険は今回も取り扱う予定です。いを遵守いただける方々します。登録車輌は直近の点検済みである事。

　　　　　　　　　　　　　　お仲間と共に楽しんで頂きたい振込人名につき　　　　　　　が参加要請したクラブの関係者、及び参加を認めた方々参加者名につき　　　　　　　と異なります、なる場合は直近の点検済みである事。必ず事前の製造～にお仲間と共に楽しんで頂きたい知らせしますので入金を御願いしますらせを遵守いただける方々下さいさい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尚、振込み手数料はご負担を御願いします。は直近の点検済みである事。ご参加者　　　　 ：　負いませんのでご了承の担を遵守いただける方々御願いします。スポーツ傷害保険は今回も取り扱う予定です。いします。登録車輌は直近の点検済みである事。

お仲間と共に楽しんで頂きたい申し込みは直近の点検済みである事。 2 月 15 日（土）まで遊ぼう に各受け取れます。付です、また、女性、お子様へはスイーツプレゼントがあります工場まで遊ぼう 御願いします。スポーツ傷害保険は今回も取り扱う予定です。いを遵守いただける方々します

　　　　　　　　　　＊2 月 15 日まで遊ぼう の実行委員会　主催によるお仲間と共に楽しんで頂きたい申し込みは直近の点検済みである事。プログは受講必須です。ラムはカットされますにリストされます

実行委員及び参加を認めた方々び参加を認めた方々主な受け取れます。付です、また、女性、お子様へはスイーツプレゼントがあります工場/事務局は最下段に表示は直近の点検済みである事。最下さい段に表示に表示

社　名につき　　　　　　　 担当っての基本的な注意事項です者 Tel. Fax. E-Mail
山口より　邦男 山口より
西部日野モーター ㈱モーター ㈱ 関口より 042-482-5161 042-486-0088 seibu.hm@tokyo.email.ne.jp
㈲ 調布自動車 SC 小谷 042-482-4520 042-482-8197 ccsc@cameo.plala.or.jp
㈲ ロッソコルサ 吉富 042-443-1066 042-443-1067 info@rossocorsa.co.jp
㈲ 松本自動車　くるまやサービスアイテムを受けるご希望がある場合は通常のビジター申込をして下さい。さん 松本 042-378-1670 042-377-3360 atsushi@kurumayasan.net
山田自動車工業 山田 03-3480-7164 03-3480-7164 gofirst@nifty.com
㈱ シーザートレーデイン経由で圏央道グは受講必須です。 中島 042-488-2222 042-480-2200 info@caesar.co.jp
調布自動車工業 ㈲ 石倉 042-483-4354 042-483-4355 chofujiko@max.hi-ho.ne.jp
㈲ 永田モータース 永田 042-378-0701 042-378-0739 nagatamotors@olive.plala.or.jp
東京日産新車の実行委員会　主催によるひろば三鷹店三鷹店 宮崎 042-247-7111 042-249-1335 miyazayo@tokyo-nissan.co.jp
Alfa Romeo. Fiat. ABARTH 調布 坂本 042-489-3911 042-480-5061 t.sakamoto@accel-co.jp
㈲ 髙橋モータースモータース 髙橋モータース 042-377-3801 042-377-5549 kumayamakoti@yahoo.co.jp
㈱ 深大寺モータースモータース 丸山 042-484-0325 042-486-7892 info@jin-motors.jp

ファミリーサーキットデイ実行委員会事務局は最下段に表示Tel:090-3085-2051/042-488-5562 Fax.042-486-7735　tech@automedic.co.jp
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