
FORUM 8 Central Rally 2021
ご協賛のお願い

⽇本モータースポーツ・アソシエイション



FORUM 8 Central Rally 2021開催にあたって

NPO法⼈M.O.S.C.O.はRally Japanの開催を⽬指し、⼀昨年より競技運営を担うための準備を続けてまいりました。
しかし昨年に引き続き、今年も新型コロナウイルスの影響により、海外から多くの参加選⼿、チーム関係者が来⽇し⼤会
運営を⾏うことは⼤変困難との判断より、開催を断念するとの結果になってしまいました。

2年続けての中⽌決定はあまりにも⼤きな衝撃であり、ここで準備作業を⽌めてしまうと、開催を予定し受け⼊れの準備
をしていた⾃治体の皆様や、ラリー⾞両が通過する予定のエリアにお住まいの皆様の、ラリーに対する強い期待感を裏切
ることとなってしまいます。同時に、⻑い時間をかけて準備を進めてきた多くのスタッフの情熱も失ってしまうことを危惧し、
FORUM 8 Central Rally 2021と銘打ちWRCで予定していたコースを⼀部使⽤してラリーを開催することを決断いた
しました。

新型コロナウイルスの感染状況がどのような推移を⾒せるか現時点では判断できませんが、本ラリーは初めてラリーコース
として使⽤する地域住⺠の皆様との連携確認や、WRC開催を⽬指して準備してきた機材や機器の作動試験、広範囲
に広がるラリーコースと⼤会本部との通信状況の確認、そしてWRCマーシャルとして活躍する多くのスタッフの実地トレーニ
ングを⽬的として開催します。
また、開催⽇付近の新型コロナウイルスの感染状況にもよりますが、⼀部のステージにお客様も来ていただくことで、来年

に向けた観戦ステージの運⽤シミュレーションも⾏ってみたいと考えております。

本ラリー開催に向けてラリーガイド1を発⾏したところ、多くの全⽇本ラリー参加選⼿やチームの皆様にもお問い合わせを
いただき、またサービスおよびラリースタート会場の豊⽥スタジアムへの出展のご希望など多くのお問い合わせをいただいてお
ります。

FORUM 8 Central RallyはFIA公認のノンタイトルラリーですが、可能な限り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。

FORUM 8 Central Rally 2021⼤会組織委員⻑
⾼桑 春雄



■競技会名称 FORUM 8 Central Rally 2021（セントラルラリー2021）
■開催⽇時 2021年11⽉12⽇（⾦）〜14⽇（⽇）
■競技会の格式 FIA公認 国際格式

JAF公認 国内格式

■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）

■主催 JAF公認クラブ トヨタ・モータースポーツ・クラブ（TMSC）
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）

■運営 ⽇本モータースポーツ・アソシエーション（JMA）

■後援 ラリージャパン事務局・愛知県・豊⽥市・岡崎市・新城市・設楽町・岐⾩県・恵那市

■協⼒ （有）ケーアイテーサービスカンパニー・（株）キャロッセ・Rally Stream
YODA Rallying・（同）サンク
LUCK・JMRC関東ラリー部会／ JMRC中部ラリー部会／ JMRC近畿ラリー部会・他

■⼤会事務局 Central Rally ⼤会事務局（NPO法⼈MOSCO ⾼崎事務所内）
〒370-1201 群⾺県⾼崎市倉賀野町2458-13
E-mail: office@central-rally.jp
https://central-rally.jp

開催概要



2021年 10⽉01⽇(⾦) 09:00~ 特別規則書発⾏
09:00~ エントリー受付開始
09:00~ メディア登録申請開始

10⽉15⽇(⾦) 21:00 エントリー締切り
10⽉26⽇(⽕) 21:00 エントリーリスト発表

21:00 メディア登録申請締切り

11⽉11⽇(⽊) 15:00 ラリー本部(HQ)開設 ホテルトヨタキャッスル&豊⽥スタジアム
15:00 公式掲⽰板設置 公式WEBサイト
15:00 サービスパークオープン 豊⽥スタジアム サービスパーク
19:00 ラリー本部(HQ)クローズ ホテルトヨタキャッスル&豊⽥スタジアム

11⽉12⽇(⾦) 07:00 ラリー本部(HQ)オープン ホテルトヨタキャッスル&豊⽥スタジアム
08:30~16:00 レッキ開始~終了
09:30~15:00 公式⾞両検査 豊⽥スタジアム 公式⾞検エリア
17:00 LEG1 スタートリスト発表 公式WEBサイト
19:00 ラリー本部(HQ)クローズ ホテルトヨタキャッスル&豊⽥スタジアム

11⽉13⽇(⼟) 07:00 ラリー本部(HQ)オープン ホテルトヨタキャッスル&豊⽥スタジアム
08:00~ LEG1 スタート 豊⽥スタジアム サービスパーク
16:29頃~ LEG1 フィニッシュ 豊⽥スタジアム パルクフェルメ
18:00 LEG2 スタートリスト発表 公式WEBサイト
18:30 ラリー本部(HQ)クローズ ホテルトヨタキャッスル&豊⽥スタジアム

11⽉14⽇(⽇) 05:30 ラリー本部(HQ)オープン ホテルトヨタキャッスル&豊⽥スタジアム
06:00~ LEG2 スタート 豊⽥スタジアム パルクフェルメ
17:50頃~ LEG2 フィニッシュ 豊⽥スタジアム パルクフェルメ
18:00~ 再⾞両検査 豊⽥スタジアム 再⾞検場
18:30 暫定結果発表 公式WEBサイト
19:00 正式結果発表 公式WEBサイト
20:00 ラリー本部(HQ)クローズ ホテルトヨタキャッスル&豊⽥スタジアム

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。
募集締切は10月5日（火）、広告原稿入稿締切は10月21日（木）までとさせていただきます。
添付の申込書をFAXいただくか、公式ホームページの専用フォーム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）

オフィシャルパートナー募集内容



協賛申込書（NAPAC会員企業様⽤） 送信先FAX 044-850-5116

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 □ 900,000円（税別・NAPAC特別価格）

オフィシャルパートナー プランB □ 450,000円（税別・NAPAC特別価格）

公式プログラム広告協賛プランA □ 135,000円（税別・NAPAC特別価格）広告１ページ×【 】⼝ ・ブース×【 】コマ

公式プログラム広告協賛プランB □ 90,000円（税別・NAPAC特別価格） 広告１/2ページ×【 】⼝ ・ブース×【 】コマ

お申込締切︓2021年10⽉5⽇（⽕）
※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 ︓10⽉21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

広告に関するお願い

※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、CentralRally2021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。

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