
CLUB INDEX 登録用紙 
 

クラブ名(正式名称)  

代表者(事務局)  

連絡先(住所)  

連絡先(電話番号)  

連絡先(E メール)  

URL  

参加資格  

年会費  

代表者 E メール(非公開)  

キャッチコピー 

(20 文字×2 行以内) 
 

地域 

  (該当するものを■ 

  にしてください) 

□全国 □北海道・東北 □関東 □中部 □近畿 □中国・四国 □九州・沖縄 

カテゴリ 以下、該当するもの 5 つまでを■にしてください 

□車種問わず 

□欧州車全般 

  □ドイツ車全般 

    □ポルシェ 

    □BMW 

    □アウディ 

    □フォルクスワーゲン 

    □メルセデス・ベンツ 

    □フォード 



    □オペル 

    □その他(                     ) 

  □イギリス車全般 

    □ロールス・ロイス 

    □ジャガー 

    □アストン・マーティン 

    □MG 

    □モーリス 

    □オースティン 

    □オースティン・ヒーレー 

    □ミニ 

    □ヒーレー 

    □ロータス 

    □ケータハム 

    □ベントレー 

    □モーガン 

    □フォード 

    □サンビーム 

    □トライアンフ 

    □TVR 

    □ウーズレー 

    □ライレー 

    □ヴォクゾール 

    □AC 

    □その他(                     ) 

  □イタリア車全般 

    □フェラーリ 

    □ランボルギーニ 

    □マセラティ 

    □アルファ・ロメオ 

    □フィアット 

    □ランチア 

    □イノチェンティ 

    □アバルト 

    □デ・トマソ 

    □その他(                     ) 

  □フランス車全般 



    □ブガッティ 

    □ルノー 

    □アルピーヌ 

    □シトロエン 

    □プジョー 

    □マートラ 

    □その他(                     ) 

  □スウェーデン車全般 

    □サーブ 

    □ボルボ 

    □その他(                     ) 

  □アメリカ車全般 

    □フォード 

    □リンカーン 

    □キャデラック 

    □マーキュリー 

    □シボレー 

    □GMC 

    □ビュイック 

    □ポンティアック 

    □ジープ 

    □プリムス 

    □ダッヂ 

    □クライスラー 

    □シェルビー 

    □デロリアン 

    □その他(                     ) 

  □国産車全般 

    □トヨタ 

    □日産/プリンス 

    □ホンダ 

    □三菱 

    □マツダ 

    □ダイハツ 

    □スバル 

    □スズキ 

    □その他(                     ) 



クラブ紹介 

 

（ですます調でお書きください。2000 文字以内） 
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