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2017年 6月 1日 

TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race 2017 

第 5大会 十勝スピードウェイ ご参加の皆様へ  

T.R.A.からのお知らせ№2017-21(86/BRZ) 
   トヨタカーズ・レース・アソシエイション 

 

 

『 第 5大会 十勝 車両輸送サポートのご案内 』 
 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

『TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race 2017 第 5大会 十勝』にご参加される皆様向けに、実施いたします車両輸

送サポートに関してご案内申し上げます。 
本大会は 7 月 29 日・30 日に北海道・十勝スピードウェイにおいて開催されることから、エントラントサポートと

して、「車両輸送サポート」をご用意いたしました。ご参加およびチーム関係者の皆様におかれましては、是非有効

にご活用いただき、第 5大会十勝へご参加下さいますよう、ご案内申し上げます。 
 

【概要】 

①.輸送料金/経路(往復)：【トヨキン㈱貞宝工場営業所】⇔【十勝 SW】￥186,000-(税抜)/台 

【トヨタテクノクラフト㈱横浜テクニカルセンター】⇔【十勝 SW】￥153,000-(税抜)/台  

②.対象車両：競技車両およびサポートカー 

③.輸送可能台数：トヨキン㈱貞宝工場営業所発着/トヨタテクノクラフト㈱横浜テクニカルセンター発着  各 6台(予定) 
※車両の持込引取はトヨキン㈱貞宝工場営業所／トヨタテクノクラフト㈱横浜テクニカルセンターまで、本サポートをご利用い

ただく皆様にてお願いいたします。 
 

【スケジュール】 

①.受付期間：6 月 5日（月）～7月 7 日（金）締切 

②.持込期間：【トヨキン㈱貞宝工場営業所】  7月 14日（金）～ 7月 21 日（金） 

【トヨタテクノクラフト㈱ 横浜テクニカルセンター】7月 17 日（月）～ 7月 23 日（日） 

③.サーキット到着日：7月 26 日(水) 12:00 頃（予定）  

④.引取期間：【トヨタテクノクラフト㈱ 横浜テクニカルセンター】8月 3日（木）～ 8月 10日（木） 

【トヨキン㈱貞宝工場営業所】 8月 4日（金）～ 8月 10 日（木） 
 

【申込方法】 

「車両輸送サポート」をご希望される場合、下記お問い合わせ先までお申込み下さい。 

折り返し申込書をお送りいたします。 
 

【その他】 

①.車両状況確認：車両持込時（もしくは積載前）に車両の写真（前後左右 4枚）を撮影し状況確認資料といたし 

ます。 

②.輸送可能車両：本大会へ参加される通常走行が可能な競技車・サポートカーが対象です。サポートカーにつき 

ましては、ボディーサイズに制限がございます（4・5ナンバー可/ハイルーフ車不可となって 

おります。詳細はお問い合わせ下さい）。また、走行後の車両の状況によっては輸送できない場

合がございますので、あらかじめご了承下さい。 

③.搭載品：しっかりと固定を行って下さい。なお、貴重品およびガソリン等の燃料類の搭載はできません。また 

万一、搭載品の破損および紛失等があった場合の補償はいたしかねます。あらかじめご了承下さい。 

④.車両持込・引取およびお支払：詳細につきましては、お申込み頂いた方に後日ご案内を申し上げます。 
 

【輸送に関するお問い合わせ】 

(株)テーエスシー 〒222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町 800番地 

TEL:045-546-9420/FAX:045-532-0342                

                                                                            以上 

                                    

tel:045-546-9420/FAX:045-532-0342


【概要】

　　　　　　　　　　　輸送経路　：　トヨキン(株)貞宝工場営業所⇔十勝スピードウェイ（往復）
              トヨタテクノクラフト㈱　横浜テクニカルセンター⇔十勝スピードウェイ（往復）

　　　　　　　　　　　輸送料金　：　トヨキン(株)貞宝工場営業所発　￥186,000円（税抜き）/台
              トヨタテクノクラフト㈱　横浜テクニカルセンター発　￥153,000円（税抜き）/台
輸送台数　：　各6台（予定）

【スケジュール】

※復路引渡時は、現地担当者まで車両をお渡しください。

【記入欄】

（ふりがな）

年 月 日（　　　歳）

（ふりがな）

携帯：　　 　　　-　　　　   　-　　　   　　　　Email：　　　　　 　                  　　@

トヨキン(株)貞宝工場営業所 トヨタテクノクラフト(株) 横浜テクニカルセンター
　

持込希望日時 月 日 （　） 時 引取希望日時 月 日 （　） 時
トヨタテクノクラフト(株) 横浜テクニカルセンター トヨキン(株)貞宝工場営業所

持込希望日時 月 日 （　）　 時 引取希望日時 月 日 （　） 時

6月5日（月） ～ 7月7日（月）締切
本申込書に必要事項をご記載のうえ、下記までメール/FAXにてお申込みください。

輸送料金を下記銀行口座へお振込下さい。
　　　　　　　　　　　　　　※ 銀行振込をご希望の方は振込先を大会事務局までお問い合わせ下さい   三井住友銀行　三田通支店(623)　普通　4057294　株式会社テー・エス・シー
　　　　　　　 　　　　　　  ※ 入金が遅れますとご参加頂けない場合がございますのでご注意下さい   ※上記締切日までにお振込を完了下さいますようお願いいたします。

   ※振込手数料に関しましては、お客様負担でお願い致します。
①

　    ②
　      

　      

　    ③
   　

   ④

86/BRZ Race 第5大会 & Vitz Race 北海道シリーズ Rd.2 十勝スピードウェイ
『 車両輸送サポート』申込書

登録ナンバー　例）品川300　め　86-86

申込者

男　・　女

ご住所

〒

ご連絡先

氏名 性別 生年月日

ゼッケン番号　例）00

※どちらかに○印を付けて下さい。

持込/引取 希望日時
往路

   株式会社　テー・エス・シー【トヨタテクノクラフト関連会社】

復路

車両名　例）86

【受付期間】
【申込方法】

【支払方法】

【そ の 他】 車両状況の確認：車両持込時（もしくは積載前）に車両の写真（前後左右4枚）を撮影し状況確認資料といたします。

輸送可能な車両：本大会へ参加される通常走行が可能な競技車・サポートカーが対象です。

サポートカーにつきましては、ボディーサイズに制限がございます（詳細はお問い合わせ下さい）。

また、走行後の車両の状況によっては輸送できない場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

搭載品：しっかりと固定を行って下さい。なお、貴重品およびガソリン等の燃料類の搭載はできません。　

また、万一、搭載品の破損および紛失等があった場合の補償はいたしかねます。あらかじめご了承下さい。　

車両持込および引取：詳細につきましては、お申込み頂いた方に後日ご案内を申し上げます。　

   Tel : 045-546-9420／Fax : 045-532-0342／e-mail ：onemake@toyota-ttc.co.jp

開始 終了 開始 終了 開始 終了

6/5 7/7 7/14 7/21 7/17 7/23 7/26
(月) (金) (金) (金) (月) (日) (水)

時間 10:00 17:00 12:00予定

十勝スピードウェイ

（北海道河西郡更別村字弘和477）

日時

―

（ 神奈川県横浜市 ⇒ 北海道河西郡 ）

【往路】

場所
（神奈川県横浜市港北区師岡町800）

受取
持込期間

10:00 ～ 17:00

トヨタテクノクラフト株式会社　横浜ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ

受付期間 持込期間

トヨキン(株)貞宝工場営業所

(愛知県豊田市貞宝町貞宝8番地185)

10:00 ～ 17:00

開始 終了 開始 終了

7/30 8/4 8/10 8/3 8/10
(日) (金) (木) (木) (木)

時間 17:00

十勝スピードウェイ

（北海道河西郡更別村字弘和477） （神奈川県横浜市港北区師岡町800）

【復路】

場所

引取

10:00 ～ 17:00

トヨキン(株)貞宝工場営業所

(愛知県豊田市貞宝町貞宝8番地185)

（ 北海道河西郡 ⇒ 神奈川県横浜市 ）

10:00 ～ 17:00

現地引渡
引取

トヨタテクノクラフト株式会社　横浜ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ

日時
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