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夢を現実に。

山を駆け抜け、野を走るラリー。
モータースポーツの中で最も古い歴史を持つラリーは大地を舞台
にしたダイナミックなスポーツです。自らの手でハンドルを握り、コ
ドライバーとともにステージを走ってみたい。そんな気持ちになっ
たことはこれまでに何度もあるでしょう。

ラリーは２人で行うモータースポーツ。コドライバーを探したり競技
用のマシンを調達したり、ラリー用の改造や装備品を取り付ける
必要もあります。ラリーのルールはそんなに難しいものではありま
せんがラリーセミナーなどもほとんど開催されておらず、最初の
一歩が踏み出しにくくなっていました。

アールエスタケダがプロデュースするRCRPは、ラリーを始めてみ
たいあなたに最初の一歩をスムーズに踏み出していただくための
プログラムです。私たちと一緒に素晴らしいラリーの世界へ飛び
込んでみましょう。



ラリー競技と車両。
ラリー競技は一般道路で行われます。そのため使用する車両は
車検を通過する合法的なものである必要があります。

ロールバーをはじめとしたカッコいいラリー装備がたくさんついた
ラリーカーですが、その迫力あるスタイルとは裏腹に違法な部分
はまったくなく、普通に車検が通る仕様になっています。

競技に出る際には車両規則に沿って多くの安全装備やラリー
カー独自の装備を組み付ける必要がありますが、RCRPで使用さ
れるレンタルラリーカーにはこれらの安全装備がすべて装着され
ており、安心してラリーに挑むことができます。

ラリーカー特有の装備やシートに慣れるために本プログラムでは、
車両貸し出しによりラリーカーで公道を走行する期間を設けてい
ます。



ラリー競技とは。

本プログラムで挑戦するラリーはＴＣラリーと呼ば
れるタイムアタックラリー。ラリーには「計算ラ
リー」や「ラリーレイド」などいくつかの種類があり
ますが、今回皆さんが参加するラリーはＳＳ（スペ
シャルステージ）を走行して全ステージの合計タイ
ムを競うスタイルのラリー競技です。

「サービスパーク」という車両整備の拠点を出発し
てステージを走り、ステージを走り切った後は再
びサービスパークに戻ってきます。

サービスパークではサービスクルーによる整備を
受けることができますがサービスパーク以外の場
所ではドライバーとコ・ドライバー以外の者が整備
を行うことは禁じられています。



ラリーの用語。
ラリー競技特有の用語について説明します、後日参加するラリー講習会のテキストにも出てくる言葉が多いので
覚えておきましょう。

クルー ドライバーと助手席でナビゲーションをしてくれるコ・ドライバーのことをまとめてこう呼びます。

ＴＣ ラリー競技では、SS走行時間以外のあらゆる行動が選手ごとに分単位で指定されており、それをチェッ
クするポイントがタイムコントロール（TC）です。選手はすべてのTCを必ず通過しなければなりません。

サービスパーク 指定された時間内に車両の修復やセッティング変更を行なう場所がサービスパークです。
ラリーカーはサービスパーク以外で修理や整備を受けることはできません。

スペシャルステージ 「ＳＳ」と呼ばれるタイムアタック区間ではドライバーの腕の見せ所です。占有され
た区間を全力で駆け抜けタイムを競います。

パルクフェルメ １日の走行が終了した後で車両を保管しておく場所のことを言います。ここでは一切の整
備が禁止されており、クルー以外の者が立ち入ることもできません。

リエゾン ＳＳとＳＳをつなぐ一般道路を走行する区間をこう呼びます。リエゾンは競技区間ではないので交通
法規を守って安全運転で走行しましょう。



プログラムの流れ
参加者の経験や参加時の理解度に応じて個々に対応したプログラムが準備されます。おおよその流れ
は以下の通りとなりますのでご一読ください。

プログラムはあなたが参加を希望したラリーの開催日の２～３か月前をめどに開始されます。ラリー当
日にむけて確実に知識と技術を習得し、完走を目指しましょう。

2-3か月前
キックオフミーティング
今後のスケジュール調整

ラリー基礎講習会１回目

競技車になれるための
完熟走行2-7日間

ラリー実戦向け講習会
ペースノート作成実習

３回目

ラリー実戦向け講習会
ノート作成法２回目

サーキットでの
ドライビングレッスン

4-5時間

ペースノート走行の実践
4-5時間

ラリー本戦前ミーティング

ラリー当日

座学 走行実習ミーティング



キックオフミーティング

参加者各自のご都合に合わせて開催いたします。

遠方にお住まいで参加が困難な場合は講習会の日に同時に開催す
ることも可能です。お気軽にご相談ください。

■スタッフとの顔合わせ

■プログラムテキストお渡し

■講習開催日の日程調整

■ラリーカー実車の運転体験

開催場所：アールエスタケダ

所要時間：2時間



ラリー基礎講習会

ラリー競技の基本や流れについて学びます。

アールエスタケダ本社での開催が基本ですが、遠方にお住まいの方
にはラリー基礎講習会とドライビングレッスンを同時に鈴鹿市で開催
することも可能です。（出張の場合は別途講師の交通費が必要）

■ラリー競技の基礎学習

■競技参加時の流れを学ぶ

■非常時の対処について学ぶ

開催場所：応談

所要時間：2-3時間



競技車に慣れるための完熟走行

実際に競技に使用するラリー車両を貸し出しいたします。

ラリーを一緒に戦う「相棒」に十分慣れてください。走行するのは一般
道路のみです。サーキットや峠でのスポーツ走行は禁止です。遠方に
お住まいの方は陸送でご自宅までお車をお届けすることも可能です。
（別途陸送費用が必要）

■公道での完熟走行

■ラリー車両の操作や癖をつかむ

開催場所：公道

所要時間：2-7日間



サーキットドライビングレッスン

鈴鹿市にあるミニサーキット「モーターランドスズカ」を使用してラリー
カーの操作や、運転について学びます。講師の指導のもと実際に競
技に使用するマシンを自らドライブしてサーキットを走ります。

自己負担：集合場所までの交通費

■スポーツドライビングの基礎

■ラリードライビングの基本

■プロドライバーによる指導

開催場所：モーターランドスズカ

所要時間：4-5時間



ノート作成講習会

ラリー競技中に使用する「ペースノート」の作成法について学びます。

ペースノートはドライバーがレッキ（下見走行）の際に口頭でコドライ
バーに伝えた内容を記載したもので、独特の記号や表記があります。

遠方にお住まいの方には座学講習会をまとめて、出張講習会として
開催することも可能です。（別途講師の交通費が必要）

■ペースノートの基礎

■ペースノート作成法

■公道で簡単なペースノート作成実習

開催場所：アールエスタケダ

所要時間：3時間



ペースノート作成実習

実際に道路を走行しながらペースノートを作成します。

法定速度内で交通法規を守って走行しながらペースノートを作成し、
完成したノートを使用して同じ道を走行します。

ご自身で作成したペースノートを聞きながら走行する練習です。

■ペースノート作成練習

■ペースノート走行練習

■専門講師が同乗します

開催場所：公道

所要時間：4-5時間



ペースノート走行の実践

実際のラリー走行に近い速度でペースノート走行を練習します。

目的はペースノートを聞きながら走ることです。ドライビングの練習を
するわけではありません。遠方からご参加の方には鈴鹿でのドライビ
ングレッスンのあとでこのステップを続けて学ぶことも可能です。ライ
センスをお持ちでない方はここで申請を行います。

■ペースノート作成

■ペースノートを聞きながら走る練習

開催場所：指定のコース

所要時間：2時間



ラリー本戦前ミーティング

競技開催日の直前にミーティングを行います。

この日に競技車をお渡ししますので、アールエスタケダへのご来店が
必須となります。遠方からのご参加の場合は前日にご来店いただき
ミーティング後に宿泊して翌日ラリー会場にコドライバーとともに移動
していただくことも可能です。

■サービスクルーとの顔合わせ

■ラリー前日、当日のスケジュール確認

■競技車の引き渡し

開催場所：アールエスタケダ

所要時間：2時間



いよいよ参戦

同乗してサポートしてくれるコドライバーの指示に
従い落ち着いて競技に参加しましょう。完走すれ
ば必ず結果がついてきます。最後まで走り切って
こそラリー。

完走後の表彰式への参加や、スタッフ全員での
会食はとても楽しいものです。学んだことを十二
分に発揮して最初の一歩をしっかりと踏み出しま
しょう。

本プログラムを利用して複数回のラリーに参加さ
れる方はレクチャーの内容がスキルアッププログ
ラムに移行し、レベルの高いレッスンが受けられ
ます。



RCRP(ラリーカーレンタルプラン）プログラム参加契約書

プログラム参加契約金：400,000円（税込/TGRRC参加の場合）
ラリー競技参戦に関し （以下甲という）およびチームアールエスタケダ
（以下乙という）は以下の通りラリーカーレンタルプランプログラム（以下RCRPと記載）に関

する契約を締結する。甲は上記参加契約金を支払い、乙より契約金額に含まれる内容に
つきラリー参戦に関するサポートを受け、双方車両の貸与・使用に関して同意するものと
する。疑義が生じた場合は双方で話し合い円満に解決するように努力するものとする。

■参戦に関する部
RCRPに参加するためのラリー車両の貸与・整備に関する費用・新品タイヤ４本の貸与・練

習用中古タイヤの貸与・ラリーエントリー費用・ラリー保険料・ラリー参戦前、参戦中のコー
ディネート一切・ラリー講習、ドライビングレッスン等の実施およびかかる費用・サービスク
ルーの派遣費用・サービス車両の派遣費用・コドライバー派遣費用・FHRデバイスの貸与
一切

■契約対象に含まれない部
「参戦に関する部」に記載のない内容に関しては契約の対象としない
高速道路通行料・移動および参戦にかかるガソリン代金・交通費・宿泊費・食費等

■負担金に関する部
特別な負担金契約はありません。
競技参加中に車両破損が発生した場合でも負担金はありません。
サーキット練習中の車両破損に関しては全額ご本人の負担となります。

■契約が対象とする選手権
指定の競技会

（開催日： 月 日～ 日）
※各ラリー開催ごとの契約となります。

■プログラム参加費の支払い期限

キックオフミーティング開催日の前日までにプログラム参加費の全額をお支払いください。
店頭でのお支払または以下の口座までお振込みください。

愛知銀行 赤池（あかいけ）支店 普通預金３１２６８６９ ユ）アールエスタケダ

■キャンセルポリシー

お客さまの都合によりプログラム参加を中止する場合は以下のキャンセル費用を
申し受けます。キャンセル費用を差し引いた金額を１か月以内にお客様指定の口
座に返金します。（％数字はお客様の負担割合）

プログラム開始前： 0％
ラリー基礎講習会開催後：30％
ドライビングレッスン開催後：50％
ラリーエントリー完了後：100％ 乙の都合によるプログラムの中止： 0％

※主催者の都合で予定の競技会が中止になった場合は他のイベントに振替参加が可能です。プロ
グラム全過程終了後でかつ主催者の都合で競技会が中止になった場合に参加を中止される場合
は契約金の50％を返金します。

本契約の内容を理解しプログラムに参加申し込みをいたします。

プログラム参加者（甲）

記入日： 年 月 日
住所：

電話番号（携帯）：

お名前（自署） 印

プログラム主催者（乙）
〒468-0013 名古屋市天白区荒池2丁目1315番地

有限会社アールエスタケダ
アールエスタケダラリーチームジャパン

お客様控



RCRP(ラリーカーレンタルプラン）プログラム参加契約書

プログラム参加契約金：400,000円（税込/TGRRC参加の場合）
ラリー競技参戦に関し （以下甲という）およびチームアールエスタケダ
（以下乙という）は以下の通りラリーカーレンタルプランプログラム（以下RCRPと記載）に関

する契約を締結する。甲は上記参加契約金を支払い、乙より契約金額に含まれる内容に
つきラリー参戦に関するサポートを受け、双方車両の貸与・使用に関して同意するものと
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お客さまの都合によりプログラム参加を中止する場合は以下のキャンセル費用を
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提出用
こちらをご返送ください



誓約書
RCRPプログラムに参加するにあたって私はモータースポーツは危険が伴うものであることを十分に理解
し、講師の指導に従って安全に留意してプログラムに参加することを誓約いたします。

私は参加車両の運転に対して十分な資格と技術を持っており安全に配慮した走行を自らの意志で行う
事を誓います。本プログラムへの参加は私の自由意志であり、私の走行に起因して起きた事故などに
よって私もしくはラリー関係者、講師やコドライバーなどに物的損害、死亡、傷害などの事態が発生した
場合はレンタル車両に付帯されている任意保険およびラリー当日はラリー特約を付帯した任意保険を
使用して賠償することとし、事故に関する責を全て運転者である私自身が負う事を誓約します。

また､この事故がプログラム主催者およびラリー関係者の不手際によるものであってもその責を一切問
わないものとします。私が未成年の場合は親権者の署名捺印をもって親権者ともども本誓約に同意し
たとして異議ありません。

また、プログラムの開催中に公道を走行する場合は交通法規を遵守し、安全運転に努めます。

年 月 日

参加者署名： ：


