Alfa Romeo Challenge 2018 KANTO Rd.3 & TOHOKU Rd.2

ETCC2018 Vol.7 Fuji /

Sprint , Super Cars Battle , VWA-Cup & Trial , ETCC-GT , GOLF CUP

好評のETCC-GT（55min.ペアマッチ）も開催！

欧米車まるごと１日夏祭り！

いつもAlfa Romeo Challenge ならびにETCCにご参加頂きましてありがとうございます。
７月１６日（月祝）富士スピードウェイ（本コース）での2018年関東第３戦・東北第２戦ならびにETCCVol.7のご案内をお送りさせて頂きます
今年も「夏の欧米車まるごと１日祭り！」 通常のスプリントに加え、好評のETCC-GT（.ペアマッチ）も時間延長の55minで開催！
その他各種走行会など盛りだくさん！ みなさまお友達お誘いあわせのうえ、ご参加心よりお待ち申し上げております。
この募集要項は、主に Alfa Romeo Challenge ならびに 通常のETCCカテゴリー用です。 ETCC-GTの詳細は別紙をご覧ください。
＜共通必要項目（安全性等に問題がある場合、主催者ならびにサーキットの判断で当日走行をお断りする場合があります。）＞
普通自動車運転免許を所持し（各種ライセンスは不要）サーキットでのルールとマナーを守れる方
（ルールを守れない方は、走行をお断りすることとなります。また、事故等はすべて自己責任となります。
タイヤバリアー等施設破損の場合はご本人に弁償いただきます。）
原則ツーリングカーに限る。/ﾛｰﾀｽｾﾌﾞﾝ等ﾌｫｰﾐｭﾗｰに類する車種は不可。ｽﾘｯｸﾀｲﾔの使用は禁止です。(SC-0除く）
オープンカーは原則ロールケージが必須 （ロータス・エリーゼ、エクシージに新たなロールバーは不要。）
基本灯火装置が正常に点灯する事。また過度の軽量化等、安全性を損なう改造については不可。
牽引フック（前後推奨）・灯火類
以下強く推奨：４点式シートベルト、バケットシート、消火器。
サーキット自走車輌に関しては道路交通法を遵守した装備が必要です。
走行に際しては、ヘルメット・グローブ・運動に適した靴・長袖・長ズボンを着用のこと。（レーシング用品推奨）

■ドライバー条件

■車輌条件
（体験走行は除く）
■必要装備
（体験走行は除く）

＜ARCA認定協力店印の捺印による車検の免除と料金の違いついて＞
ARCA認定協力店の捺印が車両改造申請書に無い場合、当日車検となりｴﾝﾄﾘｰ料が異りますのでご注意下さい。 （詳しくはARCA認定協力店にお問い合せ下さい。）

応援・ご観戦の方も、サーキット入場料のみ！

＜入場料ついて＞

ご参加の方も当日はサーキット入場料(大人¥1,000の/JAF会員・SD・ゴールド免許割引¥900/高校生¥700）が別途必要となりますのでご了承下さい。

Time Schedule

予定は変更となる場合があります。

７/１６ （月祝）

※ レースクラスの走行枠は台数確定後の決定となります。

<受付・車検> レース各ｸﾗｽ(ARC,VWA-Cup,ETCC-Sprint,Super Cars Battle) 、ﾀｲﾑｱﾀｯｸ・GT ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ参加者
VWA-Trial・ﾀｲﾑｱﾀｯｸｸﾗｽ・一般走行会
体験走行（定員50台で締切）
ETCC-GT (55min. ペアマッチ） 受付（ﾌﾟﾗｸﾃｨｽに参加の無いﾁｰﾑ）
<ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ> レース各クラス 、VWA･ﾀｲﾑｱﾀｯｸ一般走行会･ETCC-GTﾌﾟﾗｸﾃｨｽ参加者
<ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ> VWA-Trial・ﾀｲﾑｱﾀｯｸｸﾗｽ・一般走行会、GOLF CUP
<ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ> ETCC-GT (55min. ペア耐久）
プラクティス１
プラクティス２
GOLF CUP １本目
VWA-Trial・ﾀｲﾑｱﾀｯｸｸﾗｽ・一般走行会 １本目
VWA-Trial・ﾀｲﾑｱﾀｯｸｸﾗｽ・一般走行会・ETCC-GT(任意) ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞﾚｸﾁｬｰ

Alfa Romeo Challenge ・ VWA-Cup・ ETCC-Sprint / レースA 予選
ETCC Super Cars Battle / レースD 予選
Alfa Romeo Challenge ・ VWA-Cup・ ETCC-Sprint / レースBC 予選
レーシングコース体験走行 走行
GOLF CUP ２本目
VWA-Trial・ﾀｲﾑｱﾀｯｸｸﾗｽ・一般走行会 ２本目
Alfa Romeo Challenge ・ VWA-Cup・ ETCC-Sprint / レースA 決勝
ETCC Super Cars Battle / レースD 決勝
Alfa Romeo Challenge ・ VWA-Cup・ ETCC-Sprint / レースBC 決勝
表彰式 １（Race-Ｄ・VWA-Trilal・Time Attack Class・Race-Ａ）
ETCC-GT (55min. ペアマッチ） 決勝（16:50 ﾁｪｯｶｰ予定）
表彰式 ２（Race-ＢC）
表彰式 ３（ETCC-GT）

7:15〜7:45
7:50〜8:15
10:00〜11:20
11:30〜12:00
7:55〜8:40
8:45〜9:30
12:15〜13:00
9:00〜9:20
9:20〜9:40
9:40〜10:00
10:20〜10:40
11:10〜11:40
10:40〜10:58
10:58〜11:16
11:16〜11:34
11:35〜3周
13:14〜13:34
13:34〜13:59
13:59〜 8周
14:28〜 8周
14:55〜 8周
15:30〜
15:55〜17:00
16:10〜
17:20〜

参加申込書、車両仕様書、下記エントリー計算書(体験走行のみの方は参加申込書のみ）を添付の上合計料金を添えて、現金書留でお申込下さい。

エントリー締切は７月３日（必着）とさせていただきます。

※ 参加受理書の発送は開催日直前となりますのでご了承下さい。

※ 体験走行は当日(500円up）まで受付、その他は受付終了後も走行枠に空きがある場合のみ各\1,000UPにて受付

＜郵送先＞〒581-0018 大阪府八尾市青山町4-5-06 ARCA関東戦事務局 TEL050-3736-2481 FAX050-3737-2481
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー キリトリセン ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Alfa Romeo Challenge 2018 KANTO Rd.3 & TOHOKU Rd.2 ・ ETCC2018 Vol.7 Fuji エントリー計算書
カテゴリー

ARCA協力店印あり

ARCA協力店印なし

ARC（SR/SR2/HSR/HR/MR300/MR200/HTA300/HTA200/H200/H180/H160/H130/AR300/AR250/AR200/AR4C/AB124/
AR150-1〜9/AR120） ETCC（ETCC500/SS300/SS200/S300/S200/R300/R200) Super Cars Battle (class0～4) VWA-Cup (class0～5)

通常ﾚｰｽｸﾗｽｴﾝﾄﾘｰ （ARC/ETCC）
SR･SR2クラスエントリー（ARC）
Super Cars Battle （ETCC）
プラクティス（ARC/ETCC）
プラクティス（ETCC-GTとWｴﾝﾄﾘｰの方）

¥36,000
¥37,000
¥46,000
1本に付 \5,000
1本のみ \0 （２本目は上記5,000円）

¥39,000
¥40,000
¥49,000
1本に付 \5,000
1本のみ \0 （２本目は上記5,000円）

VWA-Trial , Time Attack/ ARC(ARL/AR100) ETCC(EC100SS/EC100S/EC100) RS100 , 一般走行会
¥26,000
¥29,000
VWA-Trial ｴﾝﾄﾘｰ （ETCC）
¥26,000
¥29,000
ﾀｲﾑｱﾀｯｸｸﾗｽｴﾝﾄﾘｰ （ARC/ETCC）
¥23,000
¥26,000
一般走行会ｴﾝﾄﾘｰ（ARC/ETCC）
Ｃｉｒｃｕｉｔ Ｃｒｕｅｓｅ

レーシングコース体験走行

¥3,000

¥3,500

¥10,000
¥1,000

¥10,000
¥1,000

¥5,000
¥3,000

¥5,000
¥3,000

オプション（ピット関連）

ピット使用
昼食弁当（お茶付/ピットご利用の方）
ARCA Member Ship ( Alfa Romeo Challenge / VWA-Cup )

ARCA新規入会（ARC/2018末まで有効）
ARCA会員更新（ARC/2018末まで有効）
※ｱﾙﾌｧﾛﾒｵﾁｬﾚﾝｼﾞﾚｰｽ各ｸﾗｽ(AR120除く)、VWA-Cup の方は要ARCA入会。

ETCC-GTとﾀﾞﾌﾞﾙｴﾝﾄﾘｰの方はﾌﾟﾗｸﾃｨｽ１本無料となります。

合計金額

数量

小計

＜アルファロメオチャレンジ2018 関東第3戦・東北第2戦 / ETCC2018 Vol.7 Fuji ｽﾌﾟﾘﾝﾄ,ｽｰﾊﾟｰｶｰﾊﾞﾄﾙ,VWA-Cup & Trial＞
日 程： ２０１８年７月１６日（月祝）
会 場： 富士スピードウェイ レーシングコース
ETCC-GT の詳細は別紙をご覧ください。
内 容： ＜1＞レース形式：Alfa Romeo Challenge・VWA-Cup・ETCCｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ETCCｽｰﾊﾟｰｶｰﾊﾞﾄﾙ、をRace-A～Dに振分（予定）
＜２＞タイムアタック形式：VWA-Trial ・タイムアタック各クラス（一般走行会含む）
＜３＞その他：レーシングコース体験走行
※<1><2><3>のご参加には、普通自動車運転免許、<1><2>は更にヘルメット・グローブ・長袖・長ズボン（ﾚｰｼﾝｸﾞｽｰﾂ推奨）の着用が必要です。

●オプション

各カテゴリーご参加の方は、下記オプションの選択が可能です。
★プラクティス ：予選前の練習走行 /20分 1本 ￥5,000- (２本まで可） ETCC-GTとWｴﾝﾄﾘｰの方,１本無料。
★ピット使用 ：ピットスペース（Ａ棟）の使用 /1台 1万円 ※１ピットに３台の使用となります。
（３台分で１ピット占有お申込みが可能ですが、ピット数に限りがありご希望に添えない場合があります。）

★昼食弁当 ：ﾋﾟｯﾄご利用の方は、別途お一人1,000円にてお弁当（お茶付）をご用意できます。

<1> アルファロメオチャレンジ （ARCA会員のみ参加可能なクラス。アルファロメオ社製車輌に限る。）
●ﾚｰｽｸﾗｽ（26クラス） 予選18分+決勝８周（予定）/ 各クラス5位まで表彰（SR･SR2以外のクラスは10台未満の場合3位まで）
通常のクラス（協力店印有3万6千円･無3万9千円）、 SR･SR2（協力店印有3万7千円･無4万円）
▼共通カテゴリー（SR,SR2） ▼ヒストリックレース各クラス（HSR、HR、H200、H180、H160、H130、HTA300、HTA200）
▼モデルナレース各クラス（MR300、MR200、AR300、AR250、AR200、AR4C、AB124、AＲ150-1〜9) ▼ﾚｰｽ入門ｸﾗｽ（AR120）

<1> ＥＴＣＣ Sprint （3.41リッター以下の欧米車ならびに事務局が認めた車両。アルファロメオも可能。ARCA会員以外の方もご参加頂けます。）
●ﾚｰｽｸﾗｽ（7クラス） 予選18分+決勝８周（予定）/ 各クラス5位まで表彰（クラス10台未満の場合は3位まで）
全クラス（協力店印有3万6千円･無3万9千円）
▼カテゴリー（ETCC500、SS300、SS200、S300、S200、R300、R200) クラスは事務局にて判断致します。
※ 個々の戦闘力によって（速すぎる場合）は、ETCC-Sprintのｴﾝﾄﾘｰをお断りする場合があります。（Super Cars Batle への参戦は可能です）
※ 原則3.41ℓ以下の欧米車（ﾂｰﾘﾝｸﾞｶｰのみ/ﾛｰﾀｽｾﾌﾞﾝ等ﾌｫｰﾐｭﾗｰに類する車種は不可）に限る。
※ 原則ターボ(SC)車は排気量×1.5で3.41Lまで ※ 排気量が超える場合も個別対応により参加を承認する場合があります。

<1> ETCC Super Cars Battle

富士のストレートを全開疾走！ この迫力は半端じゃない！

●ﾚｰｽｸﾗｽ 予選18分+決勝８周（予定） １レース / 全クラス（協力店印有4万6千円･無4万9千円）
■対象車輌：3.41Ｌ超も含む欧米車、コルベット・マセラティ・フェラーリ・ランボルギーニ・ＴＶＲ・ポルシェ・ロータス等
ただし、モディファイレベルのチューニングまでの車輌 ※原則スリックタイア不可（class 0 は可）
■クラス分け：エントリークラスは基本的に自己申告とし、下記４クラスから参考タイムを目安に決めて下さい。
class 0 スリック装着車両
＜FSW参考ﾀｲﾑ＞ class 1
～1'56
class 2
～2'02
class 3
～2'09
class 4
2'09～

<1> VWA-Cup

（ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ・ｱｳﾃﾞｨ社製車輌に限る。）

●ﾚｰｽｸﾗｽ（６クラス） 予選18分+決勝８周（予定）/ 各クラス5位まで表彰（クラス10台未満の場合は3位まで）
全クラス（協力店印有3万6千円･無3万9千円）
VWA-Trialの実績により該当クラスにエントリーして下さい。 ※ 詳細は下記をご参照ください。
■参加条件１

VWA-Cupへの参加はフォルクスワーゲン社・アウディ社製車両に限る。 但し基本灯火装置が正常に点灯する事。
また安全性を損なう軽量化については不可。（ｵｰﾌﾟﾝｶｰは要ﾛｰﾙｹｰｼﾞ）
ﾅﾝﾊﾞｰ付き車両はVWA-TrialまたはETCC-Sprintへ
の参加実績が必要（ﾅﾝﾊﾞｰ無し車両に関してはTime Attack Classまたは他ｲﾍﾞﾝﾄ実績による代用可）
■参加条件２
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰはARCA（VWA-Membership）会員の登録が必要。（初年度5,000円、更新3,000円）
※ 年間固定ゼッケン番号の希望が可能。（ARC含め先着順/１番は不可）
※ VWA-Cupポイント付与。
■クラス分け
VWA-Trial同様の基準で６クラスを設定、VWA-Cup Class-０～５。
■走行枠
ETCC-Sprit と混走。ｸﾗｽにより各枠に振分け。（現状はClass-0 も同様とする。）
■ﾎﾟｲﾝﾄﾗﾝｷﾝｸﾞ 地区ごとにVWA-Cup各戦のポイントを集計し、年間ポイントランキング上位者によるVWA-Cup全国戦を年末に開催。

<2> VWA-Trial
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（ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ・ｱｳﾃﾞｨ社製車輌に限る。）

●VWA-Trial (６クラス) ２本走行（ 20分+25分 / 計2本 ）のタイムアタック + ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞﾚｸﾁｬｰ /ベストラップで 各クラス３位まで表彰
全クラス（協力店印有2万6千円･無2万9千円） ※ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞﾚｸﾁｬｰ&ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ付
▼対象車輌 : ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ・アウディ製車両に限る。但し保安基準適合のﾅﾝﾊﾞｰ付き水冷車 （RVﾀｲﾌﾟ除く、ｵｰﾌﾟﾝｶｰは要ﾛｰﾙｹｰｼﾞ）
▼クラス分け: エントリークラスは基本的に自己申告とし （協力店にご相談下さい）、下記から参考タイムにより決めて下さい。
ＦＳＷ走行経験無い方は参考車種を目安にして下さい。

＜class 0 ＞ NA換算3.41L以上（ターボ車は排気量の1.5倍で計算）の車両は class 0 でお願いします。

<2> サーキット初体験でも大丈夫。 （ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞﾚｸﾁｬｰあり） ARCA会員以外の方もご参加頂けます。
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●タイムアタック(４クラス) ２本走行（ 20分+25分 / 計2本 ）のタイムアタック /ベストラップで 各クラス３位まで表彰
AR-L・AR100・RS100・EC100 / 協力店印あり2万6千円・なし2万9千円 ※ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞﾚｸﾁｬｰ&ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ付
※AR100・ARLエントリーはアルファロメオ社製車輌およびAR150-8対象のﾌｨｱｯﾄ車・ｱﾊﾞﾙﾄ124に限る。
※RS100エントリーはルノー社製車輌に限る。
※EC100は3.41ℓ以下の欧米車（ﾂｰﾘﾝｸﾞｶｰのみ/ﾛｰﾀｽｾﾌﾞﾝ等ﾌｫｰﾐｭﾗｰに類する車種は不可）を対象に1～３クラスとして表彰（排気量ｵｰﾊﾞｰ等は事務局と相談）
※AR-Lは女性ドライバーのみ参加可能です。（他の参加者のレースエントリー車輌での参加も可能。ARCA会員の場合、ポイント対象）

●一般走行会

2本走行（ 20分+25分 / 計2本 ）/ 計測なし/協力店印あり2万3千円・なし2万6千円 ※ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞﾚｸﾁｬｰ&ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ付
※参加は基本的に欧米車（ﾂｰﾘﾝｸﾞｶｰのみ/ﾛｰﾀｽｾﾌﾞﾝ等ﾌｫｰﾐｭﾗｰに類する車種は不可）に限る。

<3> どなたでもご参加頂けます。
F1コースを愛車で体験してみませんか !?
●レーシングコース体験走行： 先導車付き追越禁止で走るので特別な装備は一切不要。 /先導車付き3周
公道走行の状態で、定員まで乗車可能です。 協力店紹介あり3千円･一般3千5百円

●オークション、じゃんけん大会、（すべて参加無料）
www.alfachallenge.jp

全国ＡＲＣＡ認定協力店リスト
店名
関東
アッソ インターナショナル
ロッソコルサ
RAC（ アールエーシー）
ラ・ コルサ テクニカ
グラート
GARAGE MO N ZA
TES- f ac to ry
フラミンゴクゥオーレ
Garage .S.T.M
シロガ ネメ ンテナンス ガ レ ージ
ス ポルティ ーバ（ spo rtiva）
アルファロメ オ江戸川
アルファロメ オつくば
ロッソ・ エ・ ネロ
Mirac o lare
アウト ス ペック
O U TER PLU S ☆ Ti Rac in g
オート 新町サービス セ ンター
オート プロ
イシカワエンジニアリング
モト ーレ ン足立
Latin a Squ are
CARB O X
ＤｅｅＭａ ｒ ｋ
Ade n au （ ｱﾃﾞ ﾅｩ）
Ｂ ＳＫ
Ｊ ＦＡ ＣＴＯＲＹ
ケーアールエム
ス ティ ーレ
サンライズ ブルバード 千駄木
フィ ールド モータース ポーツ
PAZZO Au to Mo bile s

都道府県

TEL

東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
東京都
神奈川県
埼玉県
神奈川県
東京都
茨城県
東京都
茨城県
東京都
神奈川県
静岡県
千葉県
神奈川県
東京都
神奈川県
東京都
静岡県
神奈川県
東京都
東京都
東京都
群馬県
静岡県
埼玉県
東京都
神奈川県
埼玉県

03-3288-0221
0424-43-1066
03-5653-0770
03-5735-0036
045-938-4777
03-5659-0707
045-593-9561
0489-59-0800
0466-31-2877
03-5926-3600
029-875-9337
03-3656-8989
029-860-5555
03-5671-0207
045-849-3031
0550-84-6677
043-215-5252
0466-34-5563
03-3606-9966
045-442-8777
03-5849-3343
054-620-8882
045-913-3566
03-5451-3666
042-519-5763
03-3754-8611
0277-77-0588
0550-75-3580
048-229-2280
03-3824-0038
042-787-6267
048-770-0333

店名
AD VAN CE AU TO LTD
エス ケーマ ッシモ
ジェノ ヴァ （ GEN O VA）
garage 1 / 1
c aro l rac in g re n au lt
ガ レ ージ クレ ス ト
Ｓ・ Ｐ ・ Ｒ
畑野自動車
TEZZO B ASE ｻｰﾋ ﾞ ｽ ﾌｧ ｸﾄﾘｰ
ダ ックト レ ーディ ング
H ito tsu yama GmbH
アルナージュ
ス ピニングガ レ ージ
Ｗ ｉ ｎｇ
東北
ガ レ ージ・ エディ フィ ス
中部
アルファロメ オ岐阜
ｂｉ ｎｇ ｏ ｓ ｐｏｒ ｔ
MO STAI N MO TO R B AR
逢坂屋
k- o n e 瑞穂高辻店
J- WO LF
ｸﾎ ﾞ ﾀｴﾝｼﾞ ﾆｱﾘﾝｸﾞ （ Pro vare ）
G- FO Xモータークラブ
シュポルト
アルファロメ オ石川
ルノ ー岡崎
T- WEST
関西
ﾕ ﾆｺﾙ ｾ･ ｴﾝｼﾞ ﾆｱﾘﾝｸﾞ
アウト パルコ

都道府県
神奈川県
埼玉県
東京都
静岡県
埼玉県
埼玉県
東京都
埼玉県
神奈川県
栃木県
静岡県
静岡県
神奈川県
群馬県

TEL
045-546-3063
048-954-7968
0 3 - 5 6 7 8 −4 3 4 3
054-626-8000
048-574-8718
048-921-8535
042-556-5903
048-924-2581
045-948-5535
028-664-2363

宮城県

0223-25-1505

岐阜県
愛知県
富山県
三重県
愛知県
愛知県
三重県
石川県
石川県
石川県
愛知県
愛知県

058-259-3711
052-797-7557
076-452-2660
059-228-8892
052-871-5588
0568-39-5996
0595-83-2844
076-291-1340
0761-58-5515
076-274-4444
0564-65-5578
052-702-5111

大阪府
大阪府

06-4865-4774
06-6911-1313

054-257-4595
042-780-8198
027-255-2111

店名
都道府県
アルファロメ オ大阪東
大阪府
アルファロメ オ北大阪
大阪府
アルファロメ オ心斎橋
大阪府
アルファロメ オ堺
大阪府
アルファロメ オ芦屋
兵庫県
アルファロメ オ神戸西
兵庫県
アルファロメ オ奈良
奈良県
アルファロメ オ姫路
兵庫県
AN D ARE
兵庫県
U LTI MATE
徳島県
Pro spe r
大阪府
オート モービルズ 天歩
奈良県
ku bo - ya
京都府
H - SPO RT
京都府
U N I T c o rsau to （ ｺﾙ ｻｰﾄ） 事業部
広島県
ａ ｕｔｏ ｓ ｐｏｒ ｔ
兵庫県
Ｂ Ａ ＳＩＳ （ ﾍﾞ ｲｼｽ ）
兵庫県
Ｒｏｓ ｓ ｏ ｆｉ ｏｒ ｅ
岡山県
Ｓｆｉ ｄａ （ ｽ ﾌｨ ｰﾀﾞ ）
奈良県
Ｅ Ｕ ＲＯ Ｓｔａ ｇ ｅ
岡山県
フィ フティ ーゴー
兵庫県
ド ライブ
愛媛県
B o n Rac in g（ ﾎ ﾞ ﾝﾚｰｼﾝｸﾞ ）
大阪府
アルツ・ モト ーレ ンバウ
大阪府
芦村モータース
和歌山県
ト ータルカーサービス ナラ
奈良県
ｴﾊ ﾞ ｰｸﾞ ﾘｰﾝｺｰﾎ ﾟﾚｰｼｮ ﾝ
広島県
Kan saiサービス
奈良県
ｱｳﾄﾙ ﾓ- ﾚ ( AU TO RU MO RE)
広島県
九州
Ｋ２ ｓ ｐｏｒ ｔｓ
福岡県
テクニカルオート ヒグチ
福岡県

TEL
06-6784-1009
06-6857-7788
06-6531-0188
072-265-8838
0798-71-0004
078-926-1011
0742-36-8820
0792-93-8870
0797-82-3977
0883-52-5501
0727-62-6720
0742-64-7027
0771-24-5333
075-934-9601
090-9504-7542
078-976-3802
0797-20-1190
086-282-9788
0745-75-8611
086-460-3123
0798-68-5595
089-994-8370
072-336-3219
072-750-3646
073-499-6734
0744-32-0550
084-983-0036
0743-84-0126
082-942-6640
092-922-4279
092-836-9000

