
NUTAHARA RALLYSCHOOLは、下記パートナー企業によって支えられております。

http://www.y-yokohama.com/product/tire/

横浜ゴム株式会社 ミズノ株式会社
http://www.mizuno.jp/

株式会社 ハセ・プロ
www.hasepro.com/http://www.toyota-ttc.co.jp/

トヨタテクノクラフト株式会社

全日本ラリー選手権で活躍するトップラリードライバー奴田原文雄選手が主催するラリースクールが
長野県 諏訪エリアにて開催いたしますので参加者の募集を開始いたします。
今回はミックス路面でのメニューをご用意いたしております。

ラリー未経験者から、競技参加経験者で「中、上級へのステップアップ」を目指したいユーザーなどを
対象とし、奴田原文雄選手が、そのドライビング理論からテクニックを、コ・ドライバーは奴田原選手の
クルーとして活躍をしている佐藤忠宣選手を招聘し、プロのコ・ドライバーならではの視点からレクチャー
する1泊2日の実践的な内容の日本初の本格的ラリースクールです。
スクールカー付プランもご用意しておりますので、車両が無くてもご参加頂けます。
今回はスペシャルメニューとして「 RECAROによる最適なドライビングポジションの作り方」を実施いたし
ます。
是非皆様のご参加をお待ちしております。

NUTAHARA RALLYSCHOOL事務局

2017年7月吉日

NUTAHARA RALLYSCHOOL SUWA（長野県諏訪）STAGE 開催案内

http://www.y-yokohama.com/product/tire/
http://www.mizuno.jp/
http://www.hasepro.com/
http://www.toyota-ttc.co.jp/


開催概要

●日 程： 2017年９月2日（土）午後 ~  3日（日）終日
※RECAROスペシャルメニューを希望される方は2日（土）午前中に受付となります。

●会 場：長野県 諏訪エリア（車山高原 ~ 立科） 広場/林道コース（占有）

●参加要項
①参加者：1組（ドライバー/コ・ドライバー2名）ですが、ドライバー、コ・ドライバーのみの参加も可能です。

応募多数の場合はクルー（2名）での参加者を優先させて頂きます。

②募 集 数: 4組限定 ※応募多数の場合は誠に勝手ながら事務局にて選定させて頂きます。

③宿 泊: ホテルは事務局にて斡旋致します。（1泊2食付お支払は各自でお願いします）
金曜日からの前泊もご案内します。希望される方は申込書にご記入して下さい。

宿泊先：車山高原 ペンション（予定）

④注意事項：・参加車両にはラリー走行に有効な任意保険の加入を義務付けます。
有効な任意保険に加入済の方は、保険証のコピーを提出していただきます。
（未加入の方は事務局で保険を斡旋致しますのでお問い合わせください）

・現地までの交通費、車両輸送費は含みません。
（車両輸送を必要な方は事務局で手配を斡旋致しますのでお問い合わせください）

・今回はミックス路面ですが、グラベル仕様での参加を推奨いたします。

●参加費用： ￥200,000-/1組（消費税別）

1名での参加をご希望の場合は￥100,000-（消費税別）

※応募多数の場合は2名での参加申込者を優先させて頂きます。
また、上記金額はスクール参加費（懇親会費含む）で、会場までの交通費
宿泊費は含みませんので各自でお支払ください。
尚、宿泊先は事務局指定となり、斡旋を致します。
【スクールカー付プラン】 【RECAROスペシャルメニュー】 別紙ご参照ください。

●参加申込方法：参加申込用紙/参加同意書に必要事項を記入の上、FAX又はメールでお申し込み下さい。
申込締切期限：8月10日（木）着

●車両に関して： 参加者が車両を持ち込み又はスクールカー付プラン
ご自身の車両特性をよく理解して頂く為に、普段競技に参戦している 車両を推奨します。
尚、参加車両の装着タイヤメーカーは問いません。

●参加者特典：NUTAHARA RALLYSCHOOLオリジナルグッス / スクール風景写真データプレゼント

●申込先 / 問合せ先
NUTAHARA RALLYSCHOOL事務局 株式会社セブン内 （平日 10:00~18:00  土日祝日は休み）

TEL：03-3502-7006 FAX:03-6206-6074 
e-mail: nutahara-rallyschool@7-seven.jp



スクールカー付プラン

●スクールカー
・TOYOTA 86 前期 MT（ZN６）
・TOYOTA AQUA AT（NHP10）
・TOYOTA Vitz  AT （NCP131）

●車両仕様：TOYOTA GAZOORACING ラリーチャレンジ参戦

●装着タイヤ：YOKOHAMA

●費 用：￥50,000-（消費税別） ※スクール受講料とは別途
ラリー保険費用は別途ご請求

●申込方法：別紙スクールカー使用申込用紙に必要事項を記入の上申込

●支払方法：スクール受講料金と同時に振込

RECARO SPECIAL MENU

【RECAROによる最適なドライビングポジションの作り方】
・参加者の運転席側のみをRECARO シートに交喚させて頂きます。
（強制ではございませんが、できれば受講生みなさまにご参加いただきたい）
・個々に要望を伺いながらシートの高さ・角度・クッション等を調整いたします。
（シートモデルはこちらで幾つか用意しまして最適なものを選定させて頂きます）

・既にRECAROシート装着済みの方はそのシートを使って調整いたします。
・Day1終了後にRECAROスタッフが元の状態へ戻します。
・スクールカーにつけたRECAROニューモデルの体感して頂きます。

■事前確認事項 ※参加申込用紙にご記入下さい。
・運転席のシート：①純正シート

②RECARO（モデル： ）
③RECARO以外（メーカー名： モデル名： ）

・車検証コピーを事前にいただければこちらで車両ごとの専用シートレールをご用意します

■注意事項
・車両によっては、RECAROでシートレールを発売していないため取り付けできない場合がございます。
・純正シートを取り外すことで警告灯などが点灯してしまうケースがございます。

（配線加工をするか点灯後に自動車ディーラーで消灯作業をしてもらう必要がございます。）



●スケジュール（今後変更になる場合がございます）

【Day1】 9月2日（土）
10:30 RECARO SPECIAL MENU希望者受付（事前申込）

※シート脱着作業はRECAROスタッフが対応致します。

13:00~ 受付/個別ヒアリング タイヤ交換作業時間※1

奴田原講師と個人面談を行い、受講に向けての疑問点、希望などをヒアリングします

14:00~16:00
実技I シートポジション講習/広場を使用しての低ミュー路面での基本練習
レカロスタッフによる正しいシートポジション講習から、グランド広場を使用しての
低ミュー路面での車両挙動講習を行います。
※1ノーマルタイヤを貸出いたします。タイヤ組換え作業はスクールスタッフが対応致します。

18:00~ 懇親会/ラリーミーティング
講師陣と食事をとりながら色々な事を質問しましょう！

【Day2】 9月3日（日）
8:30~10:30

座 学
タイヤの有効な使い方、ドライビング理論など基本的な事象から始まり、ラリーに臨むメンタルの
保ち方、スタート、アクセリング、ブレーキ、ライン取り、シフト操作、クルマの挙動制御、
荷重移動コーナーリング理論、天候の変化、路面状況に応じた対応など、まずは机上にて理解を深める。
また、ラリー特有の事象、ペースノート作成、ステージ中でのタイヤ交換、給油、リエゾン区間、
規則などのラリーに関わるあらゆることに関して、質疑応答を行いながら受講者それぞれの課題を
探り疑問を 解決する。

※チェックアウト / 会場移動 / 昼食（お弁当を支給いたします）

12:30~16:00
実技II 占有林道にてペースノート作成、実戦走行
受講生が自らペースノートを作成し、その後講師と同乗し共にその精度をチェックし、ノートの精度や

問題点、課題を探り、ペースノートの更なるスキルアップ を図ります。またペースノートとシンクロ
したドライビングができる事を目指します。
コ・ドライバーはペースノート作成技術向上、リーディングなどのスキルアップを図ります。

16:00 閉講式 （16:30頃解散予定）

●講師
奴田原文雄（ぬたはら ふみお）
日本を代表する名門チームであるADVANラリーチームのエースドライバー。過去9回（歴代１位）もの
全日本ラリー選手権総合シリーズタイトルに輝く。国内ラリーに参戦する傍ら、1999年からは海外ラ
リーへの参戦も開始し、2006年には世界ラリー選手権（WRC）モンテカルロ・ラリーで日本人初の
PWRC優勝を飾るとともに、同シーズン３勝をあげ世界ランキング２位を獲得など、国内海外ともに豊富
な参戦経験を持っている。

佐藤忠宣（さとう ただよし）
2009年より奴田原文雄のコ・ドライバーとしてADVANラリーチームに加入。同年に全日本ラリー
選手権コ・ドライバー部門チャンピオンを獲得。ラリー経歴は35年にもなり、海外ラリーも経験豊
富。SS速報システム「TRICS」やGPS超小型データロガー「デジスパイス」の開発者でもある。

SUWA STAGE MENU



●開催日程（一部予定の為変更になる可能性がございます）

●お申込みから参加までについて
申込締切：2017年8月10日（木） 事務局必着

⇒ 8月18日（金）頃に事務局より参加確定のご連絡/参加費お振込のご案内をいたします。
⇒ 2017年8月25日（金）までに参加費お振込。お振込後参加受付正式受理となります。

⇒ お振込後、正式受理書、スクール参加手引きなど発送します。
※車両輸送手配、保険加入希望者には必要書類を発送します。

⇒ 9月2日（土）~3日（日） スクール当日

内容 開催場所 想定ラリー 募集

5月 6日（土） 座学

7日（日） ターマック

7月 8日（土） 座学

9日（日） グラベル

9月 2日（土） 座学

3日（日） ミックス

調整中

調整中

調整中

調整中

募集中

日程

第1回 長野県 木曽エリア 全日本新城ラリー 終了

第4回

第2回 北海道 陸別エリア ラリー北海道 終了

第3回 長野県 諏訪エリア -

-　北海道（調整中　変更の可能性あり） -

第5回 広島県
テクニックステージタカタ

（調整中　変更の可能性あり）
- -

2018年

1~２月

2018年

3月

http://nutahararallyschool.com/

公式HP

公式 facebook 公式 twitter

●スクールメディア 最新情報はこちらでもご確認頂けます。

http://nutahararallyschool.com/


ヌタハラ・ラリースクール カリキュラム（事例 陸別）

【Day1】
①個別ヒアリング
各受講生と事前に
面談を行い、課題点、
要望などをヒアリングし
講習内容を決めます。

②座学講習
基礎的なラリー技術から
始まり実戦的な奴田原
ドライビング論を説明。
少人数受講なので、
各自の疑問、質問などに
細かく対応する事ができ
ます。

③ラリーミーティング（懇親会）
参加者同士の
コミュニケーションも図る
事ができるので色々な
情報収集ができます。
また各講師とも密接な
コミニュケーションが
とれます。

【Day2】
④ 実技講習I

（ダートコース
/コ・ドラ講習）

座学で学んだ事を実際に
コースで行います。
異なる路面状況での スタート
練習や、パイロンを 使用しての
荷重移動などを午前中
みっちり行います。
また、コ・ドライバーは佐藤講師
からペースノートだけに関わらず、
もっとたくさんあるコ・ドライバーが
やらなければならない仕事や、
知らなければいけないラリー
ルールなどを学びます。

⑤ 実技講習II
（林道コース）

いよいよ実践走行。

ここまで教わってきた事を
コースで実践します。
各クルーで初見の林道での
ペースノートを実戦に即して
作成し、講師が参加者と共に
チェックします。
また奴田原講師が助手席に
同乗し細かくレクチャーを
行います。
希望があればマシンをドライブ
したりセッティングのアドバイスも
行います。
また、佐藤講師も細かい質問
に対応します。

※内容は実施場所により変更になります

●テーマ 「グラベルでの荷重移動を体得する」



NUTAHARA RALLYSCHOOL事務局宛　　e-mai : nutahara-rallyschool@7-seven.jp   FAX : 03-6206-6074

メーカー/車種名： 型式： 年式：

※事務局での車両輸送を希望しますか？（費用等詳細は追ってご相談となります）　　　　　　はい　　・　　いいえ

希望車両　カッコ内に希望順番をご記入下さい　　　　　　　86（　　　　）　　　　　AQUA（　　　　）　　　　Vitz（　　　　）

加入済みですか？　　　　　　　はい　　・　　いいえ　　　※加入済みの方はコピーを申込用紙と一緒にご提出ください。

未加入の方は参加することができません。事務局での斡旋を希望しますか？　　　はい　　・　　いいえ

メーカー/車種名： 型式： 年式：

現状装着シート：　純正　/　メーカー名：　　　　　　　　　　　　　　　　モデル：

前泊（金曜日）を希望　　　　　　　　　する　　　　・　　しない　　　（宿泊者：　　ドライバー　　・　　コ・ドライバー）

上記で希望を選択された方のみ　　　　　　朝食/夕食付き　　　・　　　　朝食のみ付き　　　　　・　素泊まり

申し込み日　：　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

フリガナ

氏名

生年月日 年 月 日 歳 血液型

フリガナ

〒

TEL 自宅： 携帯：

FAX

競技ライセンス 有り　　・　　無し

フリガナ

氏名

生年月日 年 月 日 歳 血液型

フリガナ

〒

TEL 自宅： 携帯：

FAX

競技ライセンス 有り　　・　　無し

※　ご記入いただいた個人情報は、お客様へのご連絡、緊急時の対応としてご記入いただくものであり、それ以外に使用することは決してありません。

●その他連絡事項があればご記入下さい。

ラリー保険について

宿泊について

喫煙　　・　　禁煙　　（ご要望に沿えない場合がございます。ご了承ください）

ドライバー

型　（　RH　 +　・　-　）

E-mail

NUTAHARA RALLYSCHOOL SUWA  STAGE  参加申込書

＜申し込み日程＞ SUWA STAGE 9/2（土）・9/3（日） 長野県 諏訪（車山～立科）エリア

性別 男　・　女

型　（　RH　 +　・　-　）

住所

住所

E-mail

ライセンス種 　国内B　・　国内A　・　国際C　・　国際B　・　国際A

＜参加車両＞
スクールカー付プラン（希望者のみ下記をご記入下さい）

RECARO

SPECIAL MENU

10:30集合が条件となります

              　　希望する　　     　・　       　　希望しない　　　　　　※申込時に車検証のコピーを送信して下さい。

ライセンス種 　国内B　・　国内A　・　国際C　・　国際B　・　国際A

コ・ドライバー　（ナビゲーター）

性別 男　・　女



参 加 同 意 書

ヌタハラ・ラリースクール主催者 殿

①私は、本ラリースクール参加に際し、インストラクターおよび運営スタッフの指示や誘導に
従う事を誓います。

②私は、私の過失または故意により本ラリースクールへの参加中に事故が発生した場合の死亡・
負傷・その他自分が受けた損害について、主催者、施設所有者、運営関係者、他の参加者に
対して非難したり、責任を追及したり、また損害賠償を要求しないことを誓います。

③私は、本ラリースクールで参加中に事故を起こした場合は、主催者・運営関係者の指示に従い、
その事後処理について誠意をもって対応いたします。

④私は、本ラリースクールへの参加に際し、自らの過失によって、他の参加者をはじめ、その他
第三者に被害を与えた場合、主催者や運営関係者が所有する施設、車両、機材に損害を与えた
場合には、それぞれ、その状況に応じて代償いたします。

⑤私は、走行（運転）に際して健全かつ適格であり、支障なく走行（運転）できる健康状態で
あることを誓います。
また、走行（運転）不能な健康状態（飲酒、薬品処方中、薬物投与中なども含む）である場合
は自己申告し、走行（運転）を辞退することを誓います。

⑥私は、参加にあたり撮影された、写真、ビデオ等を雑誌、インターネットなどに掲載される
ことを承諾します。

⑦私は、天災などにより本ラリースクールが延期または中止になった場合も、それに起因する
損害賠償請求、非難をしないことを誓います。
また、返金がないことも承諾いたします。

※本人の署名・捺印にて、参加規程に同意し参加することを承諾したとみなす。
※運転者が未成年の場合、本誓約について親権者または、保護者の署名・捺印を必要とする。
なお、この署名にて参加することを承諾したとみなす

参加者本人（ご署名） 印

誓約書記入日 年 月 日

保護者署名 印（未成年の場合）


