


御岳 SNOW LAND  

K’sRacingTeam ドライビングレッスン＆走行会 

１．主催    K’sRacingTeam（代表 鈴木一也） 

２．後援    木曽町 

３．協力    木曽町観光協会  

４．日程    1 月 12 日（日曜日）13 日（月曜日）  

５．受付場所  鹿ノ瀬温泉前 

６．イベント詳細 

各イベント名 内容 上限台数 参加料など 

K’sRacingTeam  
スノードライビングレッスン 

完熟走行 

講師同乗によるレッスン 

講師運転による同乗走行 

フリー走行 

上記がワンセットになります 

走行距離、本数は、路面、台数に

よって当日決定します。 

日曜日 

9:00～17:00 

１０台 

 

12000 円 昼食弁当付 

※宿泊が必要な場合別途受付 

同乗者は 2000 円 昼食弁当付 

ただし、レッスン時などは降車

して頂きます。 

月曜日 

7:00～15:00 

５台 

8000 円 昼食弁当付 

同乗者は 2000 円 昼食弁当付 

プレミアムレッスン 講師によるフルタイムレッスンと

同乗走行、フリー走行 

2 日間 

日曜 9:00 から 

月曜 15:00 まで 

数台 

24000 円 昼食弁当付 

※別途宿泊費 8500 円が掛りま

す。 

７．参加料   参加料は振り込みのみ受け付けます。 

        八十二銀行 伊那北支店 普通口座 333495 ケーズレーシングチーム 

８．参加申込  申込書を上記事務局宛に 1 月 11 日までに必着で郵送して下さい。 

９．保険    搭乗者傷害 3000 万のスポーツ安全保険に加入することができる。（別紙参照） 

１０．中止   中止の決定は前日とします。その場合中止を決定した日より 7 日以内に事務手数料として

1000 円を差し引いて返金致します。ただし、参加車都合により不参加となった場合は返

金できません。 

１１．宿泊   宿泊を希望する方は 8500 円（1 泊 2 食）を加算して申し込むこと 

１２．スケジュール 

 12 日午前の部 12 日午後の部 12 日夜の部 13 日午前の部 13 日午後の部 

K’sRacingTeam 

ｽﾉｰﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞﾚｯｽﾝﾞ 

 

9:00 受付 

10:00~完熟走行  

12:00~昼食 

13:00~レッスン 

14:30~同乗走行 

15:00~ﾌﾘｰ走行 

17:00 終了 

宿泊者を対象に 

特別プログラムを 

設定予定です。 

（天候次第） 

7:00 受付 

8:00~完熟走行 

10:00~レッスン 

11:30~昼食 

12:30~同乗走行 

13:30~ﾌﾘｰ走行 

15:00 終了 

１３．参加車両  ナンバー付で公道を走れる状態の車両。ただし著しく音量のうるさいマフラーを装着し

ている場合は参加を認めません。また最低地上高が低く、明らかに走行に支障のある車

両は参加を認めない場合があります。スタッドレス（スパイク）タイヤを装備し、走行

に不要な荷物など積んでいないこと。 

１４．注意事項  ・車体外観に著しい欠損がある場合出走を認めません。 

・ヘルメット・グローブ・長袖長ズボンを着用して下さい。 

問い合わせ先：御岳スノーランド事務局 

〒396-0005 

長野県伊那市野底 8268-93 

株式会社 K’sFACTORY 

TEL&FAX 0265-76-8162 

info@ke-rally.com 

www.ontakesnowland.com 



・４点式以上の安全ベルトを推奨します。 

・自車をけん引できるロープとフックを装備していること。 

・いかなる場合もオフィシャルの指示誘導に従って下さい。 

 

１５．講師紹介  （ご紹介した以外にも数名がレッスンにあたります） 

氏名 主な実績 駆動方式 タイヤ コメント 

須沢光夫 第 1 回御岳ｽﾉｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ優勝 

APRC ﾗﾘｰ北海道ｸﾗｽ優勝 

FF/FR 

/4WD 

ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ 

/ｽﾊﾟｲｸ 

ﾁｰﾑ監督だが未だに現役ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ 

雪には自信あり。特に下りは凄い 

清水和彦 元関東ラリーチャンピオン 

全日本ラリー参戦歴あり 

FF/FR 

/4WD 

ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ 

/ｽﾊﾟｲｸ 

一戦を退いてはいるが長野県屈指

のﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ。指導に長けている。 

鈴木一也 スノーラリー優勝歴あり 

全日本ラリー参戦歴あり 

FF/ 

4WD 

ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ 

/ｽﾊﾟｲｸ 

数々のﾄﾞﾗｲﾊﾞｰを育てたことで有名

だが、冬道は現在でもトップレベル 

村山健一 東日本ラリー選手権参戦 

北海道ラリー戦参戦 

4WD ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ 雪と言えば、チーム内でもトップレ

ベル。特に高速セクションに強い。 

齊藤孝太 2012 関東ﾀﾞｰﾄﾗﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 

現在全日本ダートラ参戦中 

FF/4WD ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ 雪で成長していった一人。車の動き

に関しては敏感。分析力あり。 

伊豆野康平 WRC RallyNewZealand 

Class９ 優勝  

FF/ 

4WD 

ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ NZ での実績は、ｽﾉｰﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞがベ

ース。その走りはグラベルに活きる 

 

宿宿泊泊案案内内  
宿泊が必要な方は各自で予約できますが、弊社にて手配も可能です。 

 

三岳地区宿泊施設 

 旅館 黒澤館   0264-46-2016 食事、風呂など好評 

 山陽館      0264-46-2012 お祭り広場近く 

 ホテル木曽温泉  0264-46-2700 御岳スノーランド入口 

 鹿ノ瀬温泉    0264-46-2034 スノーランド内 

詳しくは木曽町観光協会 HP http://www.kankou-kiso.com/index.html 

 

メメデディィアア公公開開  
 

『御岳スノーランド』を取材されたいと言うメディア各社様には、コース及び施設を公開し、 

レッスン風景だけでなく、全コースを自由に撮影や取材をして頂けます。 

自動車メーカー様、タイヤメーカー様、その他企業やチームによる視察等も可能です。 

また、車両持ち込みによる撮影も可能です。 

ドライバーによる『走行シーン』などの撮影にはスケジュール調整等必要になりますので、 

事前に詳細をお申し込みください。 

 

インターネットメディア運営及び管理者、個人カメラマン等も、『御岳スノーランド』の PR を行って頂け 

場合に限り取材をお受けいたします。お気軽にお申し込みください。 



2014/1/12-13

単価 ⽇程 ⼩計

使⽤タイヤ ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ・ｽﾊﾟｲｸ 運転技術 初級・中級・上級

⾞台番号

12・13・両⽇

型式

携帯番号 E-Mail 

希望講師

K'sRacingTeam ｽﾉｰ ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞ ﾚｯｽﾝ

歳

電話番号

希望⽇

⾞名

有効年

参加申込書/取材申込書
年齢 ※必須

〒

年式

運転免許証番号

登録番号

メーカー

運転者/取材代表者⽒名

住所

所属会社名(ﾚｯｽﾝは不要)

雑誌名等

単価 ⽇程 ⼩計
1台

同乗者
1名

同乗者
１名

同乗者
11⽇
12⽇

誓約書

平成25年  ⽉   ⽇

運転者署名 印 保護者署名 印

同乗者署名 印 保護者署名 印

宿泊 1名
8500円
8500円

2000
24000
なし

8000

12000
レッスン（⽇曜⽇）

2000

プレミアムレッスン

参加費合計

レッスン（⽉曜⽇）参加費

12・13⽇

12⽇

13⽇

御岳SNOW LAND 事務局 御中

私は、『御岳SNOW LAND』の利⽤において、会場内で起きた事故、またそれらに関連して起こった死亡・負傷・そ

の他の事故で私⾃⾝及び、同乗者・⾒学者の受けた損害について決して管理者および⾛⾏会関係者・コース関係者・他

の参加者に対して⾮難したり、責任を追及したり損害賠償を要求しないことを誓約致します。万⼀、私や同乗した者が

事故を引き起こした場合、事故に起因する全ての賠償責任を負い、他の参加⾞両との接触事故でも当事者間で処理する

同乗者署名 印 保護者署名 印
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