
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 催 要 項 

2015 年 2月 20 日版 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

第２回 ノースアイランドラリー2015 概説 

 

 

 昨年初開催された第１回ノースアイランドラリー・札幌～稚内～サハリン５デイズは、

多くの方々の協力と、なによりも、スポーツマンシップと冒険の精神を理解する参加者の

自身の力で、素晴らしい体験として成功を納めました。また、サハリンで開催される、初

のラリーイベントとして、サハリン州の皆さんからも注目を集めることにもなりました。

昨年、ユジノサハリンスクのホテルで行われたフェアウェルパーティでお約束したように、

今年は皆さんとともに最北の地、OXA(オハ)を目指します。サハリンを縦断するラリーも、

やはりこれが初開催です。昨年よりも日程が長くなるため、札幌のスタートは割愛し、稚

内に集合というスケジュールをとりました。 

 サハリンステージのルートは、単純な往復ではなく、往路は東海岸、岐路に西海岸を行

く予定です。サハリン中央部を横断する山岳路は、とてもチャレンジングなものになるで

しょう。北緯５０度線からは果てし無い直線ダートが続きます。昨年走った南部とは違い、

サハリン北部はさらに広大で果てしなく感じられます。昨年よりも、タフでチャレンジン

グなラリーになることは間違いありません。ぜひこの機会に、冒険のラリーに挑戦してく

ださい。ともにこのラリーを完走し、ユジノで祝杯をあげましょう。 

 

 それでは、稚内でお会いしましょう。海の向こうは冒険の大地です。 

 

 

 

NIR 実行委員会 

代表 春 木 久 史 

 

 

 

 



運営組織 

大会名 : 第 2 回 ノースアイランドラリー 

日 程 : 2015年 7 月 1 日(日)～7月 8 日(木) 

運 営 : NIR 実行委員会 

後 援 : 稚内市 

協 力 : SSER オーガニゼーション、BIGTANK、CYCLONE、NOGUCHI SEAT、

 frm、Overland Adventure Rally Canada、frm 

 

旅行主催  株式会社ノマド（観光庁長官登録旅行業第 1668号） 

  〒060-0062 札幌市中央区南 2 条西 6丁目 8 一閤ビル 2F 

  TEL.011-200-8840  FAX.011-200-5288 担当 : 伊藤稔 

 

事業概要 参加者が自らモーターサイクルを運転し、ロシア・サハリン州を旅行する

ラリーツーリング。主催者より提供されるラリー形式の地図(ロードブッ

クまたはコマ図と呼ばれる)を参照して行動。宿泊地から宿泊地の間は、

原則として自由行動とし、モーターサイクルならではの自由なライディン

グを堪能する。ラリーの形態を採るが、スピードを競う要素は設けられず、

全行程、開催国のすべての法令を遵守して移動する。 

 

参加対象者 日本・ロシア双方で有効な運転免許を所持した者で、予定のコースを走行

できる技量を有する者。 

 

参加定員 40 名 

  ※昨年設けられたガイドツーリング部門は、今大会では設けられない。 

 

レジストレーションスケジュール 

 2 月 25日 プレエントリー開始 

 4 月 10日 プレエントリー締め切り 

   ※この日までプレエントリー手続きを行い、プレエントリー費を送金し

  なければならない。 

 5 月 15 日 本エントリー締め切り 

   ※この日までに本エントリー手続きを行い、本エントリー費を送金し 

  なければならない。 

 5 月 20日 必要書類提出期限 (車両輸出入関係・査証関係) 

  

 



タイムスケジュール  

 稚内集合・受付・書類+車両検査   

 7 月 01 日  16;00～19:00 稚内市市営駐車場(ANA ホテル稚内・向かい) 

 ７月 02 日(予備日) 06:00～07:00 稚内港フェリー国際線ターミナル 

  ※余裕を持った準備のために、できるだけ前日７月 1 日に受付・検査を受けてください。 

 

 7 月 02日 稚内～コルサコフ   船舶+走行 150km 

7 月 03日 サハリンステージ   550km 

7 月 04日 サハリンステージ     450km 

7 月 05日 サハリンステージ     450km 

 ７月 06 日 サハリンステージ     400km 

 ７月 07 日 サハリンステージ+フェアウェルパーティ 150km 

 ７月 08 日 コルサコフ+稚内 到着後解散   走行+船舶 50km 

 

エントリー費 

 

プレエントリー費(4/10 まで)  本エントリー費(5/15 まで) 合計 

128,000 円 +    250,000 円  378,000 円/名 

※すべて消費税込 

 

プレエントリー+本エントリー費 送金先 (昨年とは違っていますのでご注意ください) 

北洋銀行 本店営業部(店番:028) 

普通口座 :  6753507 口座名義 : ㈱ノマド 

 

エントリー費には下記が含まれる 

稚内コルサコフ往復乗船券、稚内コルサコフ往復車両航送料、稚内港ターミナル使用料、

ロシア側通関手続・荷役・ロシア自賠責保険加入費用、サハリン州外国人登録手続費用、・

サハリンステージ 6泊の宿泊費用、7月 2 日昼夕食、7月 3日～７月７日までの朝食・夕

食、７月８日朝食・昼食。７月７日ロシア査証取得費用(宿泊バウチャー発行を含む)、日本

側通関手数料。 

※ロシア査証取得費用(宿泊バウチャー発行を含む)、日本側通関手数料は、昨年は別途費用

としていたが、参加者の利便性とラリーの円滑な進行を考慮して、あらかじめエントリー

費に合算して含めることとした。 

※エントリー費に含まれる食事は、僻地における開催の事情から簡素なものになることも

ある。また行動中の携行食・飲料水は余裕を持って準備することを強く推奨する。 

 



エントリー費には含まれないもの 

自由行動中の燃料、飲食費。海外旅行保険、その他参加者が個人で任意に手配したもの。 

※７月１日の稚内宿泊は含まれていないので、必要な場合は参加自身で手配のこと。また

帰国予定日の７月８日宿泊する場合も同様。ハイシーズンのために早めの手配を推奨する。 

 

1)プレエントリー 

ノースアイランドラリーのホームページからプレエントリーフォームを送信す る。その

後主催者より、送金の案内が届けられるので、4月 10 日までに指定の口座にプレエントリ

ー費用を送金する。送金が確認された時点でプレエントリーが完了する。 

 

プレエントリー・フォーム  http://form1.fc2.com/form/?id=900417 

  

4 月 10日までにプレエントリーをキャンセルした場合は、プレエントリー費の全額が返還

される。ただし。4月 11 日以降は、旅行主催者による現地手配費用、輸出入に関わる事前

調整費用等が発生しているため、プレエントリー費用は返還されない。 

※プレエントリー時点で定員を超えた場合には申し込み順等を考慮した選考が行われる。

最低催行人数は 15 名。プレエントリーが受理されなかった場合、プレエントリーの段階で

ラリーが中止された場合は、プレエントリー費の全額が返還される。 

 

2)本エントリー 

プレエントリーが受理された参加者には、本エントリーに必要な様式が、印刷された書類

として送付されるので、必要事項を満たし、5 月 20 日までに主催者に返送し、同期日まで

に本エントリー費を送金する。送金が確認された時点で本エントリーが完了する。 

※本エントリーに必要な書類は、プレエントリー完了の参加者に対して４月２０日発送さ

れる。本エントリーをキャンセルした場合、標準旅行業約款(募集型企画旅行契約)にもとづ

いた規定のキャンセル料を除いた本エントリー費が返還される。詳細は、本エントリーの

開始までに、株式会社ノマドが発行するパンフレットに記載される。 

 

アシスタンス 

 ラリーツーリングとしてのアシスタンス (参加者支援)のためにオフィシャ

 ルカーがルートを走行し、ルート上にいる参加者をサポートする。 

  

 オフィシャルカー 

  HQ1  ランドクルーザー スタッフ２名 

  HQ2  デリカ  スタッフ２名 

  X1  ピックアップ 1  スタッフ２名 

http://form1.fc2.com/form/?id=900417


  X2  ピックアップ 2  スタッフ２名 

  ※台数・人数は、参加者数によって増減し、この限りではない。 

 

 スイーパートラック 

  参加者の車両が、故障または他の理由で走行不能になった場合は次のよ

  うに対応する。 

   

  ロシア国内で走行不能となった場合 : サハリンから日本へ帰国する便の

  フェリー乗り場まで運搬し、帰国便のフェリーに積載するまでのサポー

ト  が可能。 

   

  ※参加者が予定のルート上にいて、主催者に必要な要請を行った場合に

  限る。また、行程は未舗装の悪路であり、スイーパートラックに積載さ

  れた車両は振動などの要因で損傷の可能性があることを参加者は認識し、

  車両の積み下ろし時を含み、車両が損傷した場合も、主催者の責を問わ

  ないことを認めなければならない。 

 

荷物の輸送サービス 

 主催者は、参加者の荷物(ダッフルバッグ)各×1に限り、各宿泊地間の輸送サービ

 スを行う。ただし、下記の規定に合致していること。また輸送する行程は未舗装

 の悪路が大半であることを認識し、破損・万一の盗難等の紛失の責を、主催者に

 問わないことを認めなければならない。各宿泊地への荷物の到着はラリーの

 進行状況によって変動するため、最低限必要な物品は、参加者自ら携行して行動

 することを強く推奨する。 

 ・内容物は、シュラフ、マット、衣類等。 

 ・サイズは縦横高さの合計 130cm 以内で、重量は 10kg 以下。 

 ・破損しやすいもの、頑丈な容器に入っていない液体、危険物は不可。 

 ・現金、貴金属等、有価証券等、証明書類、パスポートなど、貴重品は不可 

 ・しっかりとした防水対策を強く推奨する。 

 

 各自の荷物は、フェリー乗船～通関、出国～入国時は参加者が携行しなければな

 らない。日本・ロシアそれぞれの法律によって持ち込み、持ち出しが禁じられて

 いるもの、また他人から預かったものは絶対に荷物に入れないこと。 

 

 

 



参加車両の基本的な仕様 

 日本国・ロシア連邦サハリン州で、一般公道走行可能な 126cc以上のモーターサ

 イクルで、280km以上の航続距離があると参加者が認めるもの。 

 

 ※ガソリン携行缶は、危険物として取り扱われるため、フェリーに持ちこむこと

 ができない。予備タンクを搭載する場合は、モーターサイクルの一部として確実

 に固定されている必要がある。シートやキャリアにロープやバンドなどで固定す

 るような積載方法は認められない。 

  

 ※最低航続距離を満たせない場合、グループ内、友人の車両から燃料を分けても

 らうなどの方法で対処してもかまわない。その場合に限らず、携行用燃料ポンプ

 の装備は推奨される。 

 

 

ナビゲーションとナビゲーション機器  

 A5 サイズ幅(左右 148mm)の一般的なコマ図ロードブック)を使用したナビゲー

 ションによって走行する。併せて１日 10～20 ヶ所程度、GPS ポイントを配置

 してナビゲーションの補助とする。 

 

 ナビゲーション機器 

  ・A5サイズ用マップホルダー 必須(クリアファイル等でも良い) 

  ・トリップメーター  必須(標準装備のものでも可) 

  ・GPS    強く推奨 

  ・サハリン州地図  必須 

 

ライディングナンバー 

 いわゆる車両ゼッケンが貼付される。位置はフロント(ライトの上)と左右のサイド

 カバー。車両ゼッケンには、識別番号のほか、大会名称、スポンサー名、ロゴマ

 ークなどが含まれており、参加者はこれらの表示を認めなければならない。 

 

ナンバープレート 

 ナンパプレートは正しく確実に固定されていなければならない。またロシアでは、

 国際用ナンパフレートを装着すること。 

 

タイヤ 

 使用するタイヤは、公道走行可能なものに限られ、モトクロスタイヤなど競技専



 用のものは認められない。サハリンステージは約 80%が未舗装路であると想定さ

 れ、雨天時は滑りやすい泥、土の路面が多いことを勘案して使用タイヤを選択す

 ることを推奨する。 

 

参加者の必須装備品 

 1. 工具及びパンク修理具 

 2.  懐中電灯 ×2 (最低１個はヘッドランプ型であること) 

 3. アルミシーツ(エマージェンシーブランケット) 

 4. シュラフ(使用するのは室内・簡易宿泊施設内) 

 5.  非常食（おおむね 2000kcal以上） 

 6． 飲料水 1.5L 

 7.  日本・サハリンで通話可能な携帯電話 

 

 

参加者のライディングウェア(安全な服装) 

 ヘルメット : JIS または SNELL 規格適合品で製造年が平成 12 年 3 月 20 日以

 降のもの。JIS 規格については「用途（125cm3 未満の旨）」の表示品は使用で

 きない。また上記を満たしていても大きな損傷のあるものは使用できない。 

 ・ブーツ、ブーツ及びグローブ。 

 ・脊椎及び胸部を充分に保護するプロテクターの使用が義務づけられる(ウェアに

 内蔵されているものも可)。 

 ・ネックブレイスの使用を推奨する。 

 

通信手段 

 参加者は、主催者との連絡手段として、北海道およびサハリン州で通話可能な携

 帯電話を所持し、その電話番号を受付時に主催者に告知すること。 

 

行政手続 

 参加者は、行政手続により次の種類を用意する。 

 1. パスポート 

 2. ロシア査証 →(株)ノマドで一括手配 

 3. 日本の運転免許証 

 4. 国外運転免許証 

 5. 車検証(または自動車届出済証) 

 6. 登録証(陸運事務所等で発行される一時輸出入のためのもの)   

   ※登録証に記載されている使用者名義人は、必ず参加者本人であること 



 7. 自賠責保険証書 

 8. 国際ナンバープレート 

 9. 乗船および車両輸出入書類のための申込書(ノマドから様式を送付) 

 

※上記のうち、8 以外は、５月２０日の必要書類提出期限までに事務局にそのコピーを送

付しなければならない。  

 

※国際ナンパープレートは下記で申し込みできる。 

小松自動車工業株式会社 

東京都品川区東大井 1 丁目 7-5 

TEL：(03)3474-0211 FAX：(03)3474-0436 

 

 

 

毎日のスタート 

 決められたスタート時刻に、ライディングナンバー順に 30秒～１分間隔でスター

 トし、その後、自由行動としてラリーツーリングを楽しむ。 

 

チェックポイント 

 ルートによってチェックポイントと、目安となる通過時刻が示される。 

 

毎日のゴール 

 ゴールは宿泊地に設定される。目安となる到着時間が示されるが、タイムリミッ

 トは設けられない。ただし、翌日のスタートに間に合わない場合は、ラリーツー

 リングの続行は認められず、次の宿泊地または最終目的地へ向かわなければなら

 ない。 

 

スイーパートラック 

 スイーパートラックは、原則としてラリーの最後尾を進行する。ルート上にいて、

 マシントラブルまたは他の理由で進行が遅れている参加者を発見した場合、トラ

 ックに積載して宿泊地まで移動することを勧める場合がある。この場合の「遅れ」

 とは、チェックポイントやゴールの予定時刻から起算し平均的な行動時間から２

 時間以上遅れていることを指す。この勧めに応じるか否かは、参加者の判断に任

 せられるが、トラックに積載・同乗することを断った場合、その後は自力でラリ

 ーを続行しなければならない。ただし、主催者が危険な状況と判断した場合の対

 応はこの限りではない。 



燃料補給 

 期間中、車両に必要な燃料の補給は、すべてルート上の通常のガソリンスタンド

 で、参加者自身によって行われる。サハリンステージでは、都市部では、98 オク

 タン表示のガソリンが入手可能なことが多いが、95 オクタン表示のものしか在庫

 がない場合もある。また都市部以外では、90 オクタン表示以下のものしか入手で

 きない場合もある。ルート上のガソリンスタンドは、コマ図に明示される。 

 

 ・サハリンのガソリンスタンドでは、最初に現金で一定量分の料金を支払ってか

 ら、給油後に差額をお釣りとしてもらう方法が一般的。価格は日本より若干安い

 (2014 年時点)。できるだけ、夕方のゴール前に翌日分の燃料を入れておきたい。 

 

 ・稚内～コルサコフのフェリーに乗船前に満タンにしておきたい。そのため 7 月

 1 日稚内市街到着時に、スタンドで給油しておくことを推奨する。 

緊急時の連絡先 

 主催者は、以下の緊急時連絡先電話番号を、スタートの 24 時間前までに参加者に

 明示する。 

 旅行主催者 株式会社ノマド、 

 サポートカー乗員 

 稚内市サハリン事務所 

 各宿泊施設 

 

肖像権 

  参加者は、主催者が本イベントの模様をテレビ、ラジオ、映画、雑誌、ウェブサ

 イトで公開することを認めなければならない。また主催者が本イベントの広報を

 目的として参加者の氏名、写真等を使用することを認めなければならない。 

 

本開催要項について 

 本開催要項は2015年2月25日に発効した。以後に発行された開催要項、規約、

 旅行案内、旅行条件の内容は、すべて本開催要項に優先する。 



  

コマ図(ロードブック)見本 

※ナビゲーションはロードブック・GPSポイント・地図、そして主催者の提供する情報に

よって行う。必ずしもロードブックがなければ走行できないというものではなく、参加者

自身の旅のスキルによっては、地図たけで走行することも可能と考える。 

 

 

 

 

旅行主催・必要書類等の送付先 

 株式会社ノマド（観光庁長官登録旅行業第 1668号） 

 〒060-0062 札幌市中央区南 2 条西 6丁目 8 一閤ビル 2F 

 TEL.011-200-8840  FAX.011-200-5288 担当 : 伊藤稔 

 

ラリーの内容についての問い合わせ 

 ビッグタンク 

 〒064-0944 札幌市中央区円山西町 3丁目 1-20-205 

 PHONE.0903-110-1571 FAX. 011-621-8999 担当 : 春木久史 

 haruki@mvf.biglobe.ne.jp 

mailto:haruki@mvf.biglobe.ne.jp

