
MONTRE 2022
協賛企画書

⽇本モータースポーツ・アソシエイション



ごあいさつ

1983年以前、群⾺県内において“秋のやまびこラリー“という名称で開催されていた全⽇本ラリー選⼿権は 1984 
年、群⾺県内の多くのラリーチームが協⼒して開催することで名称を改め、“モント レ ー”とされました。 当時のラリー
は群⾺県の⾚城⼭、榛名⼭、妙義⼭の“上⽑三⼭” の舞台を中⼼に展開されたことから、フランス語の“3つの名
峰” (mont tres) という表記から、ラテン語⽂字表記の (Montres) となり、群⾺県で開催される全⽇本ラリーは
“モントレー”という名称で定着しました。

1984年から2003年まで毎年開催された“モントレー”は多くの有名ラリードライバーを⽣み出 すと同時に、数多く
のドラマも⽣んで毎年盛⼤に開催されていましたが、2003年に発⽣したアクシデントにより2004 年から2011年ま
で開催を休⽌していました。その間、県内のラリー環境の改⾰や、安全⾯や運営⾯でのシステムの再構築化が図ら
れ、2012年7⽉、群⾺県渋川市をホストタウンとし“ JAF全⽇本ラリー選⼿権 モントレー2012 in 渋川” を再
開、翌2013年も同様規模の⼤会を渋川市で開催し、2⽇間で多くの観客を集め盛⼤な開催を⾏いました。

そして、2014年から2017年は、競技性の⾼いラリー開催を⽬指し、開催場所を“モータースポー ツ発祥の地” と
して知られる群⾺県嬬恋村に移して開催し、広⼤な⾼原のローケーションでハイスピードのラリーで多くの話題を集め
たと同時に多くの⽅々にラリー観戦を楽しんでいただくことができました。

2018年からは、路⾯をターマックからグラベルに変更し、さらにラリーの魅⼒をより引き出す開催となった結果、
2019年は FIA APRC ASIA RALLY CUP のタイトルを得て開催しました。2020年は、群⾺南⻄部にフィールド
を移し、多くの全⽇本ラリーイベントで味わえない、ラリーを堪能していただきたいと思い、スタッフ⼀同準備しておりま
したが、新型コロナウイルス感染症の影響で中⽌となりました。

2021年も新型コロナウイルスの影響があり、開催こそできたものの、規模を縮⼩して無観客での対応となりました。
今年は、再度、群⾺南⻄部のフィールドで2020年に計画していた内容をバージョンアップして、本物のラリーを堪能
していただきたいと思い、スタッフ⼀同準備を始めております。

多くの皆様が楽しめる⼤会を⽬指して準備を進めてまいりますので、ご協⼒のほど何卒よろしくお願いします。

MONTRE 2022 ⼤会組織委員会⼀同



開催概要

■競技会名称 MONTRE 2022

■開催⽇時 2022年6⽉10⽇（⾦）〜6⽉12⽇（⽇）

■競技タイトル 2022 FIA Asia-Pacific Rally Championship ASIA RALLY CUP Rd.1
2022年 JAF全⽇本ラリー選⼿権 第5戦

■競技種⽬ スペシャルステージラリー

■SSコース概要 舗装路（ターマック）

■運営 ⽇本モータースポーツ・アソシエーション（JMA）

■主催 JAF公認クラブ マツダスポーツカークラブ（MSCC）
JAF加盟クラブ 上州オートクラブ（JAC）
JAF加盟団体 NPO法⼈MOSCO（MOSCO）

■後援 群⾺県・⾼崎市・藤岡市・神流町・上野村・南牧村

■特別協賛 （株） SUBARU／トヨタ⾃動⾞（株）／（株）キャロッセ

■⼤会運営事務局 NPO法⼈ MOSCO
〒370-1201 群⾺県⾼崎市倉賀野町 2458-13
TEL 027-386-4365 FAX 027-386-4375
http://www.rally-montre.com



2022年 6⽉9⽇(⽊) 13:00~22:00 ラリーHQオープン 群⾺サファリパーク駐⾞場
15:00 サービスパークオープン 群⾺サファリパーク駐⾞場
16:30~21:00 参加受付１/レッキ受付 ラリーHQ
参加確認/ロードブック他資料配布

16:30~21:00 サービス受付１ ラリーHQ

6⽉10⽇(⾦) 05:00~19:30 ラリーHQオープン 群⾺サファリパーク駐⾞場
05:00~19:00 サービスパークオープン 群⾺サファリパーク駐⾞場
05:00~06:30 参加受付２/レッキ受付 ラリーHQ
参加確認/ロードブック他資料配布

05:00~06:30 サービス受付２ ラリーHQ
06:00~18:30 レッキ開始~終了
08:00~12:00 メディア受付 メディアセンター（群⾺サファリパーク駐⾞場）
09:00~11:00 サービス受付３ ラリーHQ
09:00~14:00 公式⾞両検査 群⾺サファリパーク駐⾞場
12:00~12:30 メディアブリーフィング メディアセンター（群⾺サファリパーク駐⾞場）
14:30~ 第１回審査委員会 ラリーHQ内 審査委員会室
15:30~ LEG1 スタートリスト発⾏ 公式WEBサイト

6⽉11⽇(⼟) 06:30~22:30 ラリーHQオープン 群⾺サファリパーク駐⾞場
06:30~22:00 サービスパークオープン 群⾺サファリパーク駐⾞場
08:00~ ラリースタート 群⾺サファリパーク駐⾞場
18:02~ （予定）LEG1 フィニッシュ 群⾺サファリパーク駐⾞場
18:30~ LEG2 スタートリスト発⾏ 公式WEBサイト

6⽉12⽇(⽇) 06:00~17:00 ラリーHQオープン 群⾺サファリパーク駐⾞場
06:00~17:00 サービスパークオープン 群⾺サファリパーク駐⾞場
07:30~ LEG2 スタート 群⾺サファリパーク駐⾞場
14:36~ （予定）ラリーフィニッシュ 群⾺サファリパーク駐⾞場
14:40~ （予定）最終⾞両検査 群⾺サファリパーク駐⾞場
16:00 暫定結果発表 群⾺サファリパーク駐⾞場
16:30 正式結果発表 群⾺サファリパーク駐⾞場

プログラム



※NAPAC会員企業様は上記金額より10％引きとさせていただきます。
※恐れ入りますが、今回は飲食物の販売は不可となっております。予めご了承ください。
募集締切は5月23日（月）、広告原稿入稿締切は5月26日（木）までとさせていただきます。
添付の申込書にご記入の上、FAXまたはメールにてお申込くださいますようお願い申し上げます。

プラン名 協賛内容 ⾦額

オフィシャルパートナー
プランA

・ブース出展権（スペースはご相談）
・会場内ノボリ、バナー掲出スペース提供
・公式プログラム広告枠（カラー１ページ・表回り）
・スタート/フィニッシュゲートにロゴまたは企業名掲出
・公式HPにロゴまたは企業名掲出
・駐⾞パス、ゲストパスは必要枚数を発⾏
・プロモーション⽤映像使⽤権

1,000,000円（税別）

オフィシャルパートナー
プランB

・ブース出展権（スペースはご相談）
・会場内ノボリ、バナー掲出スペース提供
・公式プログラム広告枠（カラー１ページ）
・スタート/フィニッシュゲートにロゴまたは企業名掲出
・公式HPにロゴまたは企業名掲出
・駐⾞パス５枚、ゲストパス10枚
・プロモーション⽤映像使⽤権

500,000円（税別）

公式プログラム広告
協賛プランA

・公式プログラム広告枠（カラー１ページ）
・駐⾞パス１枚、ゲストパス２枚
・ブース出展スペース１コマ（W5.6×D3.4m）
※ブース出展スペースは場所のみで、テントや備品はお持ち込みとなります

150,000円（税別）

公式プログラム広告
協賛プランB

・公式プログラム広告枠（カラー1/2ページ）
・駐⾞パス１枚、ゲストパス２枚
・ブース出展スペース１コマ（W5.6×D3.4m）
※ブース出展スペースは場所のみで、テントや備品はお持ち込みとなります

100,000円（税別）

協賛募集内容



本⽤紙に必要事項をご記⼊の上、上記FAX番号まで送信ください

お申込内容

貴社名 担当部署

ご住所

〒
担当者名

担当者携帯

電話番号 E-mail

内容 ☐にチェックをお願いします。

オフィシャルパートナー プランA □ 1,000,000円（税別）

オフィシャルパートナー プランB □ 500,000円（税別）

公式プログラム広告協賛プランA □ 150,000円（税別）広告１P ・ ブース出展希望【 有 ・ 無 】

公式プログラム広告協賛プランB □ 100,000円（税別）広告１/2P ・ ブース出展希望【 有 ・ 無 】

お申込締切︓2022年5⽉23⽇（⽉）
※ 本件に関するお問い合わせは、⽇本モータースポーツ・アソシエーション事務局（合同会社サンク内）

E-mail:sponsor@super-rally.net または TEL 044-281-0069 までご連絡ください。

協賛申込書（FAX:044-850-5116）



ブース出展につきまして

会場 群⾺サファリパーク駐⾞場「ラリーパーク」
〒370-2321 群⾺県富岡市岡本１（上信越⾃動⾞道・富岡I.C.より約3.6km）

スケジュール
※競技等の進⾏状況により変動しま
す。搬⼊出は現地スタッフの誘導に
従ってください。

〇出展⽇時
2022年6⽉11⽇（⼟）・12⽇（⽇）08:00〜15︓30（予定）

〇搬⼊時間
前⽇ 6⽉10⽇（⾦） 15︓00〜17︓00（予定）
当⽇ 6⽉11⽇（⼟） 07︓00〜08︓00（予定）

6⽉12⽇（⽇） 07︓00〜08︓00（予定）

〇搬出時間
当⽇ 6⽉11⽇（⼟）・12⽇（⽇）両⽇ともに 16︓00〜17︓00（予定）

タイムトライ区間

観戦者誘導路（歩行）

MONTRE 2022 タイムトライアル観戦エリア地図

観戦エリアA

シャトルバス
乗降場所

タイムトライ中
横断禁止

観戦エリアB

観戦エリアB/C/Dは、
競技開始後の入退場はできません

タイムトライ予定時刻　
6月 12日（日）
1回目　  8:13～
2回目　10:51～

観戦エリアC観戦エリアD

サービスパーク

ラリーパーク
(ブース出店 )

ブース出展につきましては、場所はサービスパー
クが設置される群⾺サファリパーク内、⽇程は6
⽉11⽇（⼟）および12⽇（⽇）となります
（前⽇搬⼊可）。
11⽇（⼟）は8時00分より会場横でセレモニ
アルスタートが⾏われます（11⽇はSS観戦設
定なし）。12⽇（⽇）は、群⾺サファリパーク
に隣接するSSにて、8時13分頃からSS7、10
時51分頃からSS9が開催され、14時36分頃
からセレモニアルフィニッシュが開催される予定で
す。
ブース出展のお申し込みをいただいた企業様に
は別途、ご案内をお送りいたします。



＜広告原稿についてのお願い＞
・広告スペース（広告サイズ） ︓A4カラー1ページ（タテ297ｍｍ×ヨコ210ｍｍ）

A4カラー1/2ページ（タテ124ｍｍ×ヨコ180ｍｍ）
・データ形式 ︓

Adobe InDesign CS4以降（アウトライン化し、確認⽤PDFを同梱してください）
Adobe Illustrator CS4以降（アウトライン化し、確認⽤PDFを同梱してください）
※PDF納品の場合は「⾼画質印刷」でお願いします

・送付締切 ︓5⽉26⽇（⽊）必着
・送付⽅法 ︓

郵送の場合……DVD、CD-Rなどのメディアにてお送りください。
（メディアの返却が必要な場合はその旨明記してください。）

メールの場合……ギガファイル便などのサービスにてお送りください。
・送付先 ︓⽇本モータースポーツ・アソシエイション事務局（合同会社サンク内）

［住所］〒213-0002 神奈川県川崎市⾼津区⼆⼦5-8-1-3F-C
［電話］044-281-0069
［メール］t-kitai@cinq-5.co.jp（鍛代）／a-kono@cinq-5.co.jp（河野）宛

※公式プログラムの印刷部数は10,000部を予定しております。
※ラリー終了後、プログラムの⾒本とともにご請求書をお送りします。
※本出展申込書にご記⼊いただいた個⼈情報につきましては、MONTRE 2022広告出稿に関するご連絡・書類送付、各
種情報提供の⽬的にのみ使⽤いたします。

※ 本件に関するお問い合わせは、⽇本モータースポーツ・アソシエーション事務局（合同会社サンク内）
E-mail:sponsor@super-rally.net または TEL 044-281-0069 までご連絡ください。

広告原稿につきまして

mailto:t-kitai@cinq-5.co.jp
mailto:a-kono@cinq-5.co.jp

