
拝啓

暮秋の侯、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
　平素は毎々格別なご愛顧を賜りまして誠にありがとうございます。

さて、昨年は皆様の多大なるご協力のもと、女性ドライバー・コドライバー計78名が参加し、
観客約8,000人が集まり行われたL1 Rallyが今年も岐阜県恵那市で開催されます。

　ご多忙の中誠に恐れ入りますが、お時間がありましたらぜひ、ご来場の程お待ちしております。

敬具

記
L1 Rally

 競技会本部会場： 岐阜県恵那市長島町正家1丁目1-1 恵那市役所 会議棟 

■メディア受付時間
 受付開始時間： 12月

12月
1日（土）　  9：00~

  2日（日）　  7：00~

■大会概要 大会名： 」8102那恵 ni YLLAR 1L「 TROPSROTOM NI NEMOW
 開催日程： 12 月 1日（土）～ 2日（日）の２日間

 

開催場所： 岐阜県恵那市役所をスタート及びフィニッシュとする約120km

 

コース概要：  スペシャルステージ： 舗装（ターマック）

 

  コース総距離： 116.98km

 

  スペシャルステージ総距離： 18.45km

 

  スペシャルステージ数： 5

L1 RALLY in 恵那
2018

12.1（SAT） / 12.2（SUN）

メディア様ご案内状

レセプションパーティーのご案内

【お申込み】
ご参加のご連絡→別紙にて 11 月 27日（火）までに FAX にてご連絡ください。
※申込後キャンセルの場合は必ず事前にお知らせください。
Fax：03-6455-4394　Mail：contact@lovedrive.co.jp　Tel：03-6455-4390

【プログラム】

【日時】

1. メディア撮影 2.　開式のことば 3. 大会名誉会長ご挨拶 4. 大会会長ご挨拶
5. 来賓のご挨拶 6. オフィシャルイベント 7. 女性参戦者インタビュー 8. 閉式のあいさつ

12月1日(土)18:30~
【会場】
恵那峡グランドホテル　岐阜県恵那市大井町2709-77　TEL:0573-25-5375

　今年で2回目となる女性ドライバーで行われるL1 RALLY。各地で活躍する女性ドライバーや本大会関係者
の皆様との、情報交換や懇談の場としてレセプションパーティーを企画いたしました。ささやかながらディ
ナーを用意し、メディアの皆様を参加費無料でご招待いたします。ご多用のおりとは存じますが、多くの皆
様のご参加をお待ちしております。



クラシックカーパレード

■日時　２日（日）　8:30 ～ 15:00
■場所　恵那市役所→
 　恵那駅前ロータリー→
 　岩村本通り→
 　根の上高原（各会場で展示）

1960 年代のラリー・モンテカルロをコンセプトに、
当時の参加車輌と同系の車輌約 30 台が大集合！

恵那グルメ万博（えなぱく）

■日時　２日（日）　10:00 ～ 15:00
■場所　恵那市役所イベント広場内
※１日（土）10:00 ～ 15:00 は、
　第 33 回恵那まちなか市会場で開催

恵那の地場食材、特産品、名物が L1ラリーの
会場に大集合！

くっちゃえ！恵那の味
知っちゃえ！恵那の店
買っちゃえ！恵那名物

WOMEN IN MOTORSPORT DAY
交通安全イベント

　■日時 １日（土） 10:00 ～ 16:00
　■会場 恵那市消防防災センター（恵那市長島町正家 1015-2）
　■駐車場 恵那東中学校（恵那市大井町 1073-1）

ゴーカートチャレンジ

交通安全講話と同乗体験

走る楽しさと、安全の大切さを体感します。
■時間  10:00 ～ 14:00
 ■対象・定員 小学生以上・20 人

■時間  14:00 ～ 16:00
 ■対象・定員 講話 100 人・同乗体験 20 人

講話…
「アスリートが伝授する !! 人生 100 年時代の健康管理とモビリティ社会」
「一般ドライバーの安全運転ノウハウ」

■申込  参加受付は、開始時刻 30 分前より会場で行います。

■申込  参加受付は、開始時刻 30 分前より会場で行います。
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恵那市役所周辺恵那市役所メイン会場観戦・イベント情報
２日（日）
 8：30 ～ 9：20 セレモニアルスタート
 8：30 ～ 9：20 クラシックカー展示
 11：50 ～ 13：20 サービス
 14：20 ～ 15：10 フィニッシュ
 16：00 ～ 17：00 結果発表・表彰式
 （10：00 ～ 15：00 恵那グルメ万博）

２日（日）
 9：36 ～ 10：30 ＳＳ２
 11：02 ～ 11：56 ＳＳ３
 12：10 ～ 15：00 クラシックカー走行・展示
 13：46 ～ 14：40 ＳＳ５
 （10：00 ～ 15：00 飲食ブース出展）
 ※各ＳＳの開始 20分前から終了まで、
　県道 413 号線の道路横断不可。

根の上高原サテライト会場観戦・
イベント情報
（各 SS走行時間は予定で変更の可能性があります）

根の上高原周辺

第 3駐車場

第 4駐車場



L1 RALLY in 恵那 2018
12.1（SAT）/12.2（SUN）

メディア 申込書
会社名：

代表者：

電話番号：

メールアドレス：

掲載媒体：

人数：

上記、ご参加いただける場合は次の手順でお申し込みをお願いいたします。
本「メディア 申込書」に必要事項をご記入の上、当事務局まで FAX（03-6455-4394）に11月27日(火) までにご送信ください。
お申込書確認後、当事務局からお申込み確認のご連絡をさせていただきます。
お申し込み頂きました内容に相違が無いかお確かめください。

参加者名：

メールアドレス：

電話番号：

ご参加される方は、下記の記入をお願いいたします。

どちらかに○をつけてください。
パーティーの参加は、各媒体 1名様でお願いいたします。

レセプションパーティーへの参加：　　　　可　　　·　　　否

参加者名：

メールアドレス：

電話番号：

参加者名：

メールアドレス：

電話番号：

参加者名：

メールアドレス：

電話番号：

参加者名：

メールアドレス：

電話番号：

タバードメディア (SSコース内での撮影)をご希望される方は、下記の記入をお願いいたします。
(SSコース内に入られる全員の情報を必ず明記ください。)
クレデンシャルメディア(SSコース以外での取材·撮影)を希望の方は下記の記入は結構です。
参加人数が限られているため、大会側でご選考させていただき改めてご連絡させていただきます。ご了承ください。
また、SSコース内取材は途中退出ができませんので、ご理解のほどよろしくお願い致します。

SSコース内での取材·撮影へをご希望の方

SSコース内取材·撮影をご希望の方は1日(土)9:00~12:00の間に必ずメディア受付をされますようお願いいたします。

1日(土)9:00~から恵那市役所 会議棟にてメディア受付を開始します。取材·撮影前に必ずお立ち寄りください。


