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PEUGEOT LION RALLY #1 in Tohoku

ご参加のしおり

「RALLY」の原義は、ひとつの旗のもとに集まるということです。

私たちはクルマと、クルマが創り出す生活を愛し、

困難に直面した仲間とともに助け合うという、

ライオンの旗のもとに集まりました。

「プジョー・ライオンラリー」第1回目の開催地は東北・仙台です。



『アベレージラリー』について

2

PEUGEOT  LION  RALLY（プジョーライオンラリー）はスピードを競う競技ではなく、

一定区間を正確な時間で走るレギュラリティ・ランとなります。ルート上では周囲の交通

に注意し、安全最優先の走行をお願いいたします。

参加者は当日に配布・公開されますロードマップ（コマ地図）に従って、コースを走行し

てください。ミスコースをしてルートに復帰できなくなった場合などには無理せず、各自で

車載ナビゲーションを利用するなどして、ゴール地点の秋保温泉天守閣自然公園・

木の家（仙台市）を直接目指してください。

アベレージラリーは9:30より、ゼッケン番号に沿って1台ずつ順次スタートします

ラリーにご参加予定の方は、当日は午前8時を目標に千年希望の丘公園交流センター

（岩沼市）に集合し、受付にお越しください。開会のご挨拶、ドライバーズミーティングの

後、すみやかにスタート準備に移ります。

当日配布いたしますカーナンバー・ゼッケン順（ステッカーは左側リアサイドウィンドー

にお貼りいただきます）にお呼びいたしますので、順次整列していただき、カーナンバー1

は9時31分、ナンバー2は9時32分、以降1分間隔で1台ずつスタートしていただきます。

スタートタイムはたとえ前後の車両が当日不参加でも、あるいはミスコースで棄権しても

変わりません。受付時にお伝えします、ご自分のスタートタイムをメモして忘れないように

してください。

計時区間（セクション）について

走行ルート中には複数の計時区間（セクション）があり、ここの通過タイムの正確さで

順位を決定いたします。計時スタッフが各車両の通過時刻を記録します。

各計時区間のスタート地点はロードマップ上に明示してありますが、フィニッシュ地点は

記載されていません。フィニッシュポイントを見つけても道路上で停止しないでください。

停止した場合にはペナルティの対象となります。アベレージ走行中は他の車両に注意し、

決して無理をしないようにお願いいたします。

セクション1

START

千年希望の丘

FINISH

秋保「木の家」

ライオンラリー全走行ルート（一部、高速道路を含みますがセクション設定は一般道のみです）

セクション2 セクション3

計

時

計

時

計

時

計

時

計

時

計

時

各車スタートタイムに応じ、セクションの通過時刻がそれぞれ設定されています。工夫を

凝らし、より正確なポイント通過を狙うのが、アベレージラリーの競技目的です。

＊イベントの性格を鑑み、本格的な“ラリーコンピューター”の使用はお控え下さいます

よう、お願いを申し上げます。



スタート地点 ： 千年希望の丘

（宮城県岩沼市下野郷字浜177番地）

ゴール地点 ： 仙台近郊・秋保「木の家」

（宮城県仙台市太白区秋保町湯元字馬乙2-1）

Start

Goal

開催場所

①プジョー最新モデル試乗会 [11:00-15:00]
プジョーの最新モデルにご試乗頂けます (現地先着受付)

試乗可能予定モデル：New 308、New 308 SW、3008、5008

②『プジョーチェック』 [11:00 ～ 15:00]
プジョーのサービススタッフがお車の無料点検をさせて頂きます (現地先着受付)

③懇親会 (いも煮会)  [12:00 ～]
ゴール後は、仙台風いも煮をお楽しみ下さい

(スタッフのサポートのもと、ご参加の皆様ご自身にて調理して頂きます)

④プジョーマルシェ [11:00 ～ 14:00]
地元仙台JAのご協力のもと、地元の新鮮野菜を販売いたします

⑤『天守閣自然公園』無料見学
隣接する自然溢れる「小屋館跡自然庭園」を無料にてご見学頂けます (入場券提示)

⑥『市太郎の湯』割引入浴

公園内の日帰り温泉に割引にてご入浴頂けます (入場券提示)

ゴール地点でのイベント (木の家)

※当日の状況により予告なく変更する場合がございます

スタート・ゴール間の

走行コース（コマ地図）は

当日配布いたします。

一部、高速道路を通行します。
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スタート地点：千年希望の丘ご集合場所

仙台空港

至

仙台空港IC

駐車場

トヨタ

レンタカー

①仙台空港ICを降りて仙台空港方面へお進み下さい

②トヨタレンタカーを目印に川の手前の信号を右折して下さい

③橋を渡り最初の三叉路を右折すると駐車場がございます

千年希望の丘MAP

「千年希望の丘」について

震災復興プロジェクトの一つで、東日本

大震災の悲劇を二度と繰り返さないという

思いと、数々の教訓を千年先まで伝える

岩沼市の復興プロジェクト。沿岸部に震災

廃棄物を再生活用した小高い丘を造り、

津波の力の減衰と避難場所の確保、防災

メモリアルとして整備を進めています。

希望の丘

※公共施設のため駐車場での車中泊は固くお断りさせて頂きます

4



当日スケジュール

スタート：千年希望の丘
7:30 駐⾞場オープン

7:30 〜 9:00 参加エントリー受付
9:00 〜 9:30 オープニングセレモニー

9:30 〜 アベレージラリースタート
1分毎に決められた順番でスタートします

ゴール：秋保「木の家」
10:30 「木の家」開場

※木の家⼊場券は駐⾞場到着後にお渡し致します
11:00 〜 14:00 『プジョー マルシェ』
11:00 〜 15:00 『プジョー最新モデル試乗会 』

『プジョーチェック』
12:00 〜 懇親会 (いも煮会)
14:00予定 表彰式

15:00 クローズ

当日スタートまでの流れ

各自にて「千年希望の丘」までお越し下さい

駐車場所はスタッフがご案内致します

会場受付にてエントリーをお願い致します

・誓約書のご記入 ・ゼッケン（カーナンバーステッカー）の配布

・コマ地図の配布 ・参加者証（ストラップ）の配布

参加車両の左側リアサイドウィンドーへ

ゼッケン（カーナンバーステッカー）を貼付けて下さい

オープニングセレモニー (9:00 ～ 9:30)

レーススタート (9:30～)

1分毎に決められた順番でスタートします

スタート時間まで復興のシンボルとなる公園をご見学下さい

左側リアサイドウィンドー
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ご来場

受付

ゼッケン

貼付け

オープニング

スタート
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■当日のご集合 （受付時間 7: 30 - 9: 00）

アベレージラリーに参加されない場合も、可能な限り千年希望の丘までお集まり下さい

ご到着が遅れる場合・・・

10：00 までにご到着予定 そのまま「千年希望の丘」までお越し下さい

但し原則としてアベレージラリーには、ご参加いただけません。

それ以降にご到着の場合 直接ゴール地点「木の家」にお向かい下さい

アベレージラリーにはご参加いただけませんが

各種コンテンツはお楽しみいただけます

■ペットを連れてのご来場

木の家では自然保護、安全確保、食品衛生上の問題からペットのご入場をお断りしております

[盲(聴)導犬・介助犬はその限りではありません]

■レース中に道に迷ったら？

ナビゲーションや地図を参照し、ゴール地点木の家まで直行して下さい

■プジョー最新モデル試乗会について [木の家]

ご試乗はスタッフが同乗させて頂き指定コースを走行頂きます (走行時間約15分)

車両定員内であれば、ご同伴の方も同乗可能です

チャイルド(ジュニア)シートのご用意はございません。必要な方はご持参をお願い致します

ご案内

ご連絡先

■イベントに関するご質問、当日欠席等

■ラリー競技中、何らかの事情で途中棄権し、ご帰宅等される場合は計時チームへご連絡下さい

プジョーライオンラリー事務局 担当中村/上條（かみじょう）

03-5927-8321 (平日10:00～17:00)

前日・当日のご連絡先

イベント運営担当 070-3311-6570

当日のご連絡先

ラリー運営・計時担当 080-1261-9015
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ゴール地点：秋保「木の家」 詳細

秋保「木の家」について

名取川沿いにあるロッジ、BBQ施設

施設内には、木造りが優しい癒しの珈琲館、お土産にうつわ館・あきう手しごと館、ロッジ村があります

http://akiu-kinoie.co.jp/

※施設内はペットのご入場をお断りをしております [盲(聴)導犬・介助犬はその限りではありません]

◆関連施設

天守閣自然公園 小屋館跡自然庭園 (木の家入場券提示にて無料でご見学頂けます)

日帰り温泉 「市太郎の湯」 日帰り温泉 (木の家入場券提示にて割引でご入浴頂けます)

http://akiu-sizen.co.jp/

試乗受付＆

インフォメーション

駐車場B

駐車場A天守閣自然公園

いも煮会場

入場券提示にて庭園を

無料でご見学頂けます

日帰り温泉

「市太郎の湯」

入場券提示にて

割引でご入浴頂けます

本施設は有料施設となります

入場券は駐車場到着後にスタッフがお渡しします

会場は貸切ではございません

一般来場者との識別のため

会場内では必ずストラップをご着用下さい

プジョー

マルシェ

木の家

駐車場所はスタッフが

ご案内致します

駐車場所はスタッフが

ご案内致します
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秋保温泉街

方面

『プジョーチェック』

会場内にてプジョーの

サービススタッフが、お車の

無料点検をさせて頂きます



■プジョー車以外でもご参加いただけます。

対象は普通車で、同乗者は乗員定員内までとさせていただきます。

■雨天決行とさせていただきますが、不測の荒天等が発生した場合は、

プジョー公式Facebook、Twitterにて、中止のご案内をさせていただきます。

ご出発前に開催状況のご確認をお願いいたします。

https://www.facebook.com/PeugeotJapon/

https://twitter.com/Peugeot_Japan

■当日、イベント会場は貸し切りではありません。

他のお客様や近隣の方のご迷惑とならないよう、会場周辺の運転及び駐車、施設の利用、

ゴミの処分など、ルール・マナーを守ってご参加・ご利用いただけますようお願い申し上げます。

■当日は専任スタッフがイベント中、映像や写真の撮影を行います。

その映像や写真は、プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社が行うPR活動 （Web、TV、新聞、

雑誌など）やメディアの取材等に使用させていただきますので、予めご了承ください。

■イベント開催中は安全管理を徹底いたしますが、万が一、アベレージラリー走行中や会場内

にてお客様同士の事故、または自損事故、人身事故、物品の紛失、傷病等が発生した場合は、

プジョー・シトロエン・ジャポンは免責とさせていただきますので、予めご了承願います。

■参加者の過失により、主催者・イベント関係施設、機材等に損害を与えた場合、

弁償をしていただく場合がございます。

■イベントの内容やスケジュールは予告なく変更される場合がございますので予めご了承ください。

ご注意事項
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