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埼玉県 甲斐斗 アベニール ライダー
今年も色男なすてるび夫さんや他のオーテックオーナーさん達と楽しい時間を過ごしに行

きます。宜しくお願い致します。

神奈川県 pressure1390 アベニール ライダー

新参者です。オーテック車両保有履歴は4年になりました。オーテック車両の中でも特殊

中の特殊な車両だと思われるのでオーテックをご存知の方々に色々なお話が聞きたくて

参加を希望します。

愛知県 愛知キューブ博 ウイングロード ライダー 参加拒否されるまで参加するつもりです。

東京都 紋次郎 ウイングロード ライダー

今年はいろんな苦難に遭遇しましたが、地球を４周してもまだまだ元気なねずみライダー

です！また大磯でたくさんのオーテック車とオーナーの皆さんにお会いできるのを、紋次郎と

ともに楽しみにしています♪

岐阜県 canbe9821 エクストレイル エクストリーマーX

何事もなければ参加できているはず？

今年も赤ストリマーで行きますよー。

参加予定の方々、よろしくお願いします(*ﾟーﾟ)ﾉシ

神奈川県 force9 エクストレイル エクストリーマーX

神奈川県 Neo2 エクストレイル エクストリーマーX

神奈川県 あにし エクストレイル エクストリーマーX ２回目の参加です。12SRの頃のオーナさんに会えるでしょうか。

神奈川県 とびはぜ エクストレイル エクストリーマーX 今年もよろしく

埼玉県 ひでちゃん エクストレイル エクストリーマーX
エクストレイルのエントリーが増え、車種別専用駐車ゾーンに昇格するといいな。

まずは抽選に当たり、大磯に行けます様に。

静岡県 まぁ君 エクストレイル エクストリーマーX

神奈川県 koume エクストレイル ブラックエクストリーマーX

昨年、カミさん用にノート。今年は、自分用に、エクストレイル。２台続けて、オーッテック

の車を購入しました。エクストレイルは、来月納車予定。そのブラックエクストリマーでの参

加、楽しみにしています。

東京都 show エクストレイル ブラックエクストリーマーX
2005年購入のD21 A/J Limitedから車検を機に、乗り換えることとなりました。久しぶ

りの里ミー、新車で参加したいのでよろしくお願いします。

神奈川県 たけごん。 エクストレイル ブラックエクストリーマーX 楽しく過ごしたいです。

千葉県 ノエル エクストレイル ブラックエクストリーマーX セレナキタキツネ（Ｃ２３）以来、２０年ぶりのオーテック車です。

東京都 ヘイゾウ エクストレイル ブラックエクストリーマーX
エクストレイルが納車前なのでナンバーがわかりませんが大丈夫でしょうか？

よろしくお願いいたします。

千葉県 ゆう エクストレイル ブラックエクストリーマーX 車種は変わりましたが、よろしくお願いします！

山梨県 よぉ エクストレイル ブラックエクストリーマーX
母親がエクストレイルブラックエクストリーマーXを購入したために、念願だったミーティングへ

のエントリーができました。母親の予定が合えば一緒に参加させていただきます。

埼玉県 ヨッシィー エクストレイル ブラックエクストリーマーX 年に１度のオーテックオーナーの方々に会える機会なので、当選出来たら嬉しいです。
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神奈川県 元E51現T31ずっとオーテック！ エクストレイル ブラックエクストリーマーX

年に一度のイベント参加をいつも楽しみにしております。このイベントで友達になった方も

多く、是非一日愛するオーテック車について再会した友人たち、スタッフの方々と語りたい

と思います。是非出席したくよろしくお願いいたします。

神奈川県 幻影騎士団 エクストレイル ブラックエクストリーマーX

福島県 車の薬剤師 エクストレイル ブラックエクストリーマーX

今回参加出来ると２回目です。前回ミーティング参加の際お会いできた方、出来なかっ

た方、新たにフレンドになった方などに御愛したいと思っています。

是非、参加したいです。お願いします。

静岡県 ＮＯＲＩ☆≡ エクストレイル モード・プレミア
今年も家族で参加し貴重な体験や参加者みなさまと交流をさせていただきたいと思いま

す。新たな気持ちで参加したいと思います。よろしくお願いします。

神奈川県 なべしん＠ エルグランド
ハイウエイスター

アーバンクロム

昨年は、気付いたのが遅く申し込み期限が、過ぎていました。

今年は、是非参加して昨年のリベンジをしたいと思います。

兵庫県 ゆめパパ エルグランド
ハイウエイスター

アーバンクロム
今回初めてですので、宜しくお願い致します。

茨城県 E510エルブル エルグランド ライダー よろしくお願いします。

静岡県 ＨＩＲＯ エルグランド ライダー
ここ数年参加させていただいております。今年も参加してみなさんの自慢の愛車を見せて

いただき、また感動を味わいたいと思います。

埼玉県 i_zoom エルグランド ライダー
初参加以来1年に一度のお楽しみです。

今年はS-GTチャンピオンも確定？？楽しみにしてます！！

神奈川県 ken.nao エルグランド ライダー
今回、参加出来れば3回目の参加になります。

楽しみにしてますので、よろしくお願いします。

山梨県 taka101 エルグランド ライダー
今年は行けます！

よろしくお願いします。

愛媛県 take.type-R エルグランド ライダー

長野県 ton吉 エルグランド ライダー

スタッフの皆様 こんにちは毎年 我が家の一大行事、里帰りです。

昨年は残念なことに 急に行けなく…

旧型ですが 湘南に 大磯ロングビーチに 呼んで下さい_(._.)_

神奈川県 TOS300 エルグランド ライダー
今回で4回目の参加になります。当日の参加は微妙ですが、申し込んでおきます。皆さ

ん　また今回も宜しくお願いします。

三重県 yosshiyy123 エルグランド ライダー
初参加です！

楽しみです♪

茨城県 オーテック ライダー エルグランド ライダー E50も御老体になってきましたが頑張ります

神奈川県 おーの エルグランド ライダー 参加の皆さんよろしくお願いします。

栃木県 くろらいだあ エルグランド ライダー
今年初めに51Riderから52Riderに乗換えました！

今年もよろしくお願いします♪

東京都 ゴンザレス★ エルグランド ライダー
偶然にも開催日が誕生日！

やっぱり何か縁がある。今年も盛り上がっていきましょう！

埼玉県 しんたんパパ エルグランド ライダー
里帰りミーティングに参加しないと1年が終われません!(^^)!

今年もよろしくお願いします。

神奈川県 たいちパパ エルグランド ライダー
今年も家族皆での参加楽しみにしています(^^)

まだまだ前期ライダー頑張ります！参加できますように！！

神奈川県 たかしE52 エルグランド ライダー
初参加です。

よろしくお願いします。

神奈川県 たくなお エルグランド ライダー よろしくお願いします
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埼玉県 たっくん80-00 エルグランド ライダー

B30ラフェスタライダー、Z12キューブ、E52エルグランドライダーと、乗り継いできました。去

年、結婚を機に、ずっと憧れだったエルグランドライダーを購入！

去年は標準車のキューブだったので参加できませんでしたが、またライダーに戻ってきました

ので今年は宜しくお願いします。

千葉県 ナオ♂ エルグランド ライダー 2年ぶりの里帰り、楽しみです。

神奈川県 ニッサン　命 エルグランド ライダー よろしくお願いします。

神奈川県 ぱぱなお エルグランド ライダー 今年も楽しみにしています！

福岡県 ひらちゃんライダー エルグランド ライダー 今年も行きます！目指せ！殿堂入り！(笑)

神奈川県 ぴろたん エルグランド ライダー スタッフの皆さま、参加者の皆さま、どうぞよろしくお願いします！

埼玉県 ひろもんパパ エルグランド ライダー
去年初めて参加して楽しかったので今年も参加させて下さい。

宜しくお願いします (^-^)/

神奈川県 ほっち☆ エルグランド ライダー みなさん今年も快晴の大磯でお会いしましょう！

滋賀県 ホワイトRIDER エルグランド ライダー
今年もライダー仲間でワイワイさせて頂きます。

よろしくお願いします。

埼玉県 マルダー エルグランド ライダー 今回、初めて参加申し込みいたしました。

宮城県 やっとEL エルグランド ライダー
参加される皆さん!　今年も楽しみましょう～♪

よろしくお願いしますっ(^^)

千葉県 ゆいどん エルグランド ライダー
今年も息子にエントリーはまだ？とリクエストされHPチェック！慌ててエントリー(^-^)今

年も楽しい１日になりますように。

東京都 ゆみライダー エルグランド ライダー 今年は去年よりグレードアップして参加しちゃいます。

神奈川県 られふ エルグランド ライダー 開会式を見たら子供の学校行事で帰ります(>_<)

長野県 赤岩太郎 エルグランド ライダー
今年も楽しみにしております。

よろしくお願いしてます。

埼玉県 福さん エルグランド ライダー
今年も、楽しく参加させていただきます。

参加の皆さん宜しく、お願いしますね。

神奈川県 Ray@Shou エルグランド

ライダー

ターボ

シーケンシャルミッション

毎年家族で楽しみにしています。　今年も是非参加希望です。　宜しくお願いします

m(__)m

群馬県 23works-toshi エルグランド ライダーHPS
毎年楽しみにしています。

今回はエルグランドで参加です。よろしくお願いします!!

埼玉県 hiro エルグランド ライダーHPS 今年も、楽しみにしてました。大磯まで安全運転で行くので、ヨロシク

東京都 mm4 エルグランド ライダーHPS 今まで仕事の都合上参加出来なく、今回初参加となりますが宜しくお願い致します。

埼玉県 R34GT-R エルグランド ライダーHPS

日産車とSUPERGTが好きです。昨年6月に初めてオーテック車を購入したのですが、申

し込みを忘れ参加できませんでしたのでぜひ参加したいです。他にキューブ、マーチ、

34GT-Rを所有しています。

東京都 ちあきぱぱ エルグランド ライダーHPS
まだまだE51で頑張ります～

宜しくお願いします
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神奈川県 ミネ様 エルグランド ライダーHPS
2012里帰りで本山選手のドライビングを動画サイトにアップしてからもう3年！

ホームページにも採用していただきましたがそろそろ新作でも撮りましょ

埼玉県 Pleasure12SR エルグランド
ライダーHPS

ブラックライン
今年もよろしくお願いします。

神奈川県 うなぎいぬ エルグランド
ライダーHPS

ブラックライン

今年も是非、息子と参加させていただきたいです。

よろしくお願いします。

神奈川県 ひろぽん エルグランド
ライダーHPS

ブラックライン
初参加ですが宜しくお願いします

愛知県 みむみむ エルグランド
ライダーHPS

ブラックライン

今年も参加の申し込みをさせていただきました。参加の皆様の、ブレーキシステムに、興

味ありです。もし、参加できた時には、皆様、よろしくお願い致しますm(._.)m

神奈川県 Rider5 エルグランド ライダーS 行きます。

滋賀県 オザやん エルグランド ライダーS
昨年、初めて参加し子供たちも大喜びでした。

今年も宜しくお願いします。

千葉県 おたくの竹 エルグランド ライダーS 皆様、宜しくお願いいたします。

新潟県 かずぶ～ エルグランド ライダーS
今年は寒い季節になりますが、

参加させて頂きたいと思います。

千葉県 GoFightWin エルグランド ライダーブラックライン ぜひ参加させてください。楽しみにしてます。

東京都 ieneko エルグランド ライダーブラックライン

初めまして ienekoです。いままでこのような集会に参加したこがありません、家族にはい

い年してと言われますが一度参加してみたいと思っていました。

もしかして終活の一つになるかも・・・よろしくお願いします!!

神奈川県 Katsuhiko エルグランド ライダーブラックライン
去年に引き続き、二度目の参加です。

よろしくお願いします☆

兵庫県 xagaga@大観山に行かねば エルグランド ライダーブラックライン 6年ぶりの里帰りです。12SRからE52に車が変わりましたが、よろしくお願いいたします。

東京都 ヨコパールライダー エルグランド ライダーブラックライン
今回はE52後期型での参加になります

宜しくお願いします。

滋賀県 とよきち＠関西 エルグランド ロイヤルライン 只今乗換検討中です。次回の車はE51のVIPでの参加になるかも。

神奈川県 FUGA2919 オッティ ライダー 年に一度のイベント、楽しみにしています。みなさん、よろしくお願いしします

群馬県 Suxon オッティ ライダー 今年の4月に購入し群馬から初参加のSuxonと申します。宜しくお願いします!

東京都 y60driver キューブ チェアキャブスロープタイプ
家族が揃って外出できるのはオーテックさんのおかげです。カスタムカーも良いけどLVの良さ

も知ってもらえると嬉しいです。

埼玉県 トシ キューブ ライダー

今まで、友達のR32スカイラインオーテック、K12マーチオーテックに同乗して４，５回参

加させて頂いています。昨年、私もZ12キューブライダーを購入し、やっと自分のクルマで

参加資格が得られました。昨年は申し込みを逃してしまったので、同じ車両の方や他の

オーテック車のオーナーの方々と交流したく、今年こそは是非参加させて頂きたいと思いま

す。よろしくお願い致します。

静岡県 としちゃん キューブ ライダー
今年もAOGの皆さんと楽しい時間を過ごしたいと思っていますので、よろしくお願いしま

す。

東京都 さならいだー キューブ ライダーα
相棒と同じ車種が健在な事を確認出来る機会なので  オーナーさんとの会話を大事にし

たいです♪(^-^)v

神奈川県 アミノバイタル キューブ ライダーブラックライン 毎年恒例行事、皆様に会えるのが楽しみです。



都道府県 ハンドルネーム 車名 仕様※ コメント

福島県 みくまさ@みくたん キューブ ライダーブラックライン
去年も参加しました( ´ ▽ ` )ﾉ

キューブライダーいっぱい来るといいな！

東京都 アンクルライダー キューブキュービック ライダー
毎年の定番のイベントです。今から楽しみです。スタッフの皆さんも準備大変でしょうがが

んばってください。

神奈川県 みゅーびっく キューブキュービック ライダーα
今年もよろしくおねがいします(о´∀`о)ノ

がんばって磨きます！(￣-￣)ゞ

静岡県 マッチ グロリア 300AX 今年もよろしく。ガンバッテ行きたいと思います。

埼玉県 sugakiya グロリア ブロアム150Ｌ

年に2回ほどこの車に乗るのですが、そのタイミングが点検の時とAOGの時だけです。年間

走行距離数は1000キロでAOGに参加しないと年間距離が50キロになってしまいます。

是非今年も参加したいです。

東京都 リムジン グロリア ロイヤルリムジン
昨年初めて参加いたしましたが とても楽しかった♪今年も参加できたらうれしいです。よろ

しくお願いいたします。

千葉県 エアロ ジューク アーバンセレクション 毎年参加してるので今年もよろしくお願いしますね

神奈川県 ｸﾆﾐﾂ ジューク アーバンセレクション よろしくお願いします。

千葉県 ☆拓海☆ ジューク
アーバンセレクション

スタイリッシュブラックパッケージ
イベントは参加してましたが自分の車の参加は初めてです。よろしくお願いいたします

埼玉県 3215 シルビア ヴァリエッタ 今年もよろしくお願いします！

千葉県 blue15 varietta シルビア ヴァリエッタ

神奈川県 MOTO1999 シルビア ヴァリエッタ 皆さんに会えるのが楽しみです。

神奈川県 Yoshito シルビア ヴァリエッタ
昨年は娘の運動会で断念……。

今年こそ大磯でみんなと遊びたい！！！

愛知県 ウィザード シルビア ヴァリエッタ
この機会にしか逢うことが出来ない、全国のオーナーさんと情報交換など、今年も楽しみ

たいと思います。あっそれと、AOGグッズの販売を期待してます。

静岡県 カノ&ハルトのパパ シルビア ヴァリエッタ
仕事を休んで参加しますので、皆さんと楽しみたいと思います！

よろしくお願いします(^o^)/

愛知県 けーず シルビア ヴァリエッタ
3年ぶりの参加になります。オーテック車オーナー同士、また語り合えるのを楽しみにしてい

ます！よろしくお願いいたします。

神奈川県 ごみし シルビア ヴァリエッタ

15万キロを超えました。今年も「＃プレスでも下」の駐車場で参加したいと思います。また

いろいろ媒体で紹介したいなあ、と思う反面、エントラントの方ともお話ししたいなあ、と。

皆様よろしくお願い申し上げます。

神奈川県 じゃんぽーる シルビア ヴァリエッタ 秋のいい天気に恵まれますように！

神奈川県 ぱぱにし シルビア ヴァリエッタ
オーテックのみなさまやほかのオーテックユーザーの方々とお話しできることを楽しみにしてお

ります。ことしもよろしくお願いしております。

神奈川県 みね シルビア ヴァリエッタ 今年も是非参加させてください。

群馬県 政さん シルビア ヴァリエッタ 今年もまたよろしくお願いします。

栃木県 青苺 シルビア ヴァリエッタ

他のイベントを蹴ってでも、今年も湘南里帰りミーティングに参加して盛り上げたいと思い

ます！あ、それから型式がS15改となってますが、これがヴァリエッタの型式なので～

(^^;)　今年もよろしくお願いします(^-^)/



都道府県 ハンドルネーム 車名 仕様※ コメント

東京都 haru@15改 シルビア オーテックバージョン

初めまして！S15オーテックに乗っていますharuです。ノーマルからエアロ装着、バイナルス

テッカーで自分スタイルに仕上げました。改造はしていません。一見、厳ついですが車検対

応ですww参加は初めてなので、楽しみです。宜しくお願いしますm(__)m

石川県 hiiragi シルビア オーテックバージョン 今年も是非！.

埼玉県 S15Aerio シルビア オーテックバージョン
軽量化をメインに頑張っています。サーキットでタイムを出せる車に仕上げたいです。とにか

くコーナリングスピードをあげます

神奈川県 SaeXa シルビア オーテックバージョン 3年ぶりの参加になります。よろしくお願いします。

東京都 いんちょ＠栃木 シルビア オーテックバージョン
初参加です。R31GTS-Rの純正色、ブルーブラックを全身にまとったシルビアです。よろし

くお願いいたします。

大阪府 すてわん シルビア オーテックバージョン
里帰りミーティングには、久しぶりの参加です。今回の15では初参加ですが、よろしくお願

いします。知ってるメンバーに会えるか楽しみにしてます。

茨城県 たかちん シルビア オーテックバージョン
毎年申込だけして，仕事の都合でキャンセルになっています。今年こそ実現させたいで

す。その折は皆様よろしくお願いいたします。

埼玉県 なま シルビア オーテックバージョン まだまだ元気に走っているシルビアと共に今年もよろしくお願いします！

埼玉県 ゆうや シルビア オーテックバージョン 初めての参加ですが、よろしくお願いします。

東京都 S14ながた シルビア
オーテックバージョン

K's MF-T
希少車を絶やさないように頑張っております。

愛知県 SHIN シルビア
オーテックバージョン

K's MF-T

今年も愛車をピカピカに磨き上げて参加します。娘（2歳）もお気に入り（排気音が…

笑）のシルビアです。宜しくお願いします。

東京都 ＢＢＱおじさん シルビア コンバーチブル
昨年は母の他界で急遽欠席しました、燃料ポンプが不動の為、少々涼しくなりましたら、

修理に掛かり参加に備えましょう。

千葉県 にいろくまるこ シルビア コンバーチブル 良い天気で参加できるようお願いします。

東京都 風のシルフィ シルフィ アクシス

山口からの単身赴任があけて、今年の春に東京に戻ってきました。私が、山口にいる間

は、里帰りミーティングが広島では開催されずに福岡だったと思います。広島での参加を

楽しみにしていました。今年からはまた、帰京の時期を合わせなくて済みます。

埼玉県 take3 シルフィ アクシス 大切な９年目の愛車です。

神奈川県 エアーズロック スカイライン GTSオーテックバージョン 久々の参加になります。今から楽しみです宜しくお願い致します。

東京都 カーニバル スカイライン GTSオーテックバージョン

一昨年の中止、昨年の申し込み忘れにより、今年は絶対忘れずにいました。久し振りに

愛車を里帰りさせてやりたく、今年10月の車検を無事通ることを祈りつつ、是非よろしくお

願い致します。

埼玉県 さいめいさん スカイライン GTSオーテックバージョン 今年は台風来ないでね～

東京都 しんたまねぎ スカイライン GTSオーテックバージョン

昨年は参加した感想をオーナーズボイスに掲載していただきました。

https://www.autech.co.jp/ownersvoice/detail?id=8

今年も晴れるといいなぁと思います。

長野県 たか スカイライン GTSオーテックバージョン
ノーマルを維持しつつ、走りも存分に満喫しております。

今年も参加できたら嬉しく思います。

埼玉県 南十字星 スカイライン GTSオーテックバージョン

オーテックバージョンに乗って27年目。気がつけば人生の半分以上をこの車と共に過ごし

ている。僕もスカイラインもお互いに元気である限り、これからも一緒に過ごしていきたい。

家族が許してくれるなら……。

スカイラインも僕も、特に目立った仕様ではないですが、よろしくお願いします。



都道府県 ハンドルネーム 車名 仕様※ コメント

大阪府 GPz スカイライン オーテックバージョン

東京都 MASA スカイライン オーテックバージョン
初めまして。今回初めて申し込みさせて頂きました。オーテック車にお乗りの方々にお会い

できるのを楽しみにしております。よろしくお願いします。

東京都 omiomi スカイライン オーテックバージョン いつも楽しみにしています。よろしくお願いします。

神奈川県 snowbird スカイライン オーテックバージョン 例年より少し涼しくなった大磯の潮風を満喫したいと思っております。

大阪府 usr スカイライン オーテックバージョン

埼玉県 かすみあみ スカイライン オーテックバージョン
R32に乗り続け、２３年が経ちました。すっかり乗る機会も減り、こちらのイベントへ出る

のが一番の遠出です。今年もよろしくお願いします。

愛知県 1048 スカイライン
オーテックバージョン

40thアニバーサリー
今年も楽しみにしています

三重県 @ヤーザキン スカイライン
オーテックバージョン

40thアニバーサリー
今年もよろしくお願いします。

大阪府 Brother-26 スカイライン
オーテックバージョン

40thアニバーサリー
今年も大阪からの参加になります。イベントの参加を楽しみにしています。

神奈川県 ＨＩＲＯ スカイライン
オーテックバージョン

40thアニバーサリー

アットホームな里帰りミーティングが大好きです(*^_^*)

今年もよろしくお願いします！！

千葉県 maromaro スカイライン
オーテックバージョン

40thアニバーサリー

毎年参加したいと思っておりました。

R33オーテックのオーナーの方達と交流が出来ればと思います。

宜しくお願いいたします。

神奈川県 papachy スカイライン
オーテックバージョン

40thアニバーサリー

今年も参加することができて嬉しいです。

よろしくお願いします。

神奈川県 あおじる スカイライン
オーテックバージョン

40thアニバーサリー
よろしくお願いします。

岡山県 オッギー スカイライン
オーテックバージョン

40thアニバーサリー
二年前に同じオーテックバージョンに乗り換え初参加です。久々なので楽しみにしてます。

神奈川県 きん スカイライン
オーテックバージョン

40thアニバーサリー

今年もヨロシクお願いします。17年落ち、８回目の車検を取りました、製廃パーツが多く

これからが大変です

神奈川県 といち☆ スカイライン
オーテックバージョン

40thアニバーサリー
よろしくお願いします。

神奈川県 ミチル スカイライン
オーテックバージョン

40thアニバーサリー
これからも乗り続けます！！

岐阜県 KTM ステージア アクシス 頑張って行きます！よろしくお願いします！

東京都 アベちゃん ステージア アクシス 宜しくです。

神奈川県 カワシマ ステージア アクシス いろいろとステージアのオーナーの人に聞きたい事があるので、よろしくお願いいたします。

兵庫県 ノブ ステージア アクシス 2013年のリベンジ参加です。どうぞよろしくお願いします！

愛媛県 もりちゃん ステージア アクシス

先代３４ステージアからの乗り換えで、やっと見つけた3500ccアクシスです。後、10年

は乗るつもりです。（もっとかな？　乗り続けるかも）今回、生まれた場所に行き、色々

話等を聴けたらと考えています。宜しくお願いします。

岐阜県 Kiki ステージア アクシス
昨年は、前々日の追突事故被害で急遽の参加断念となってしまいましたので、今年こそ

は是非参加をと、楽しみに願っています。



都道府県 ハンドルネーム 車名 仕様※ コメント

神奈川県 コーイチ ステージア アクシス
街中で中々見かけたことがない350Sのオーナーが、現在どれだけいるのか、どのように愛

車を手入れしているいのかなど、知りたいことがいっぱいです。

千葉県 しるばぁ ステージア エアロセレクション

はじめまして、しるばぁです。既に絶版車のステージアですが、Lサイズステーションワゴンと

しての実力はまだまだ健在です。これからもBNR 34スカイラインと共に絶版車を楽しみた

いと思います。

宮城県 260RS ステージア オーテックバージョン260RS よろしくお願い申し上げます。

東京都 330RS ステージア オーテックバージョン260RS ステージアがいっぱい集まりますように。

神奈川県 boss ステージア オーテックバージョン260RS かなりガタがきてます・・・

愛知県 kaz ステージア オーテックバージョン260RS
以前N15オーテックverに乗っており、2台目のオーテック車両である260RS。

珍しい車の仕様に惹かれ、沢山のオーテック車両に出会えると思い参加させて頂きます。

大阪府 kensan260@大阪 ステージア オーテックバージョン260RS

我が260RS，思い切って新車で購入して，気がつけばもう15年(・o・)

走った距離の分だけ，あちこちにガタが出てきたりしてますが，楽しい想い出はそれ以上

♪そして，これからも楽しい想い出をいっぱい創り出していきたいので，まだまだ第一線で

頑張ってもらいます(^o^)丿

静岡県 Kuwagi ステージア オーテックバージョン260RS 今年は堂々と34顔での参加をさせて頂きますよ。

千葉県 mr.softcream ステージア オーテックバージョン260RS 今年も皆様ヨロシクお願いしますｍ（＿　＿）ｍ

神奈川県 Run. ステージア オーテックバージョン260RS
今年も楽しみにしております。

宜しくお願いいたします。

兵庫県 saco ステージア オーテックバージョン260RS

懲りずにまだ乗ってます。まー、結局楽しいんですけどね(^O^)　次が出たら乗り換えま

す。260に代わる車はこの先出るんでしょうか？首を長くして待ってますので、どうかよろし

くお願いします。オーテックさん!! (笑) あー、このコメント、抽選落ちたかも～（≧▽≦）

埼玉県 tori3 ステージア オーテックバージョン260RS
毎年、大変楽しみしており、遠方の仲間と会えのが嬉しいです。

今年も、よろしくお願い申し上げます。

埼玉県 Yocchi ステージア オーテックバージョン260RS 久ぶりにお会いできることを楽しみにしています。

埼玉県 エーアール ステージア オーテックバージョン260RS
今年もまた皆さんにお会い出来たら嬉しいです！！

宜しくお願いします。

三重県 おきやん ステージア オーテックバージョン260RS 初参加なのでめちゃ楽しみです。

大阪府 お笑い三等兵 ステージア オーテックバージョン260RS
Ｒ３２ＡＪ→Ｃ３４となり、初めての子連れ参加となります。親子共々楽しみにしてお

ります。宜しくお願い致します。

東京都 カオル ステージア オーテックバージョン260RS
楽しみにしています。

よろしくお願いします。

神奈川県 かず ステージア オーテックバージョン260RS

いつまで維持できるか少し心配ですが、できるだけ乗り続けたいと思っています。でも最

近、ノートNISMOに浮気心が（笑）みなさんのカッコイイ260RSを見て、決意を新たに

したいと思います！

千葉県 がんちゃん ステージア オーテックバージョン260RS 　

群馬県 きゅー太郎 ステージア オーテックバージョン260RS
今年も待ちに待ったイベントがやってきました！

参加される皆さん、よろしくお願いします！

東京都 ケーチャン260ＲＳ ステージア オーテックバージョン260RS 初めての参加なので楽しみにしています。

愛知県 さくら@やよいおり ステージア オーテックバージョン260RS 勝手に前夜祭から楽しみにしています。



都道府県 ハンドルネーム 車名 仕様※ コメント

滋賀県 ザッキー ステージア オーテックバージョン260RS
今回、初めての参加になりますが、他のオーナーさんのいろんなポイントやアイデアを探した

いと思います。よろしくお願いします。

埼玉県 ジュン ステージア オーテックバージョン260RS 楽しみにしています。

群馬県 たくみん ステージア オーテックバージョン260RS よろしくお願いします！！

神奈川県 たぴおか ステージア オーテックバージョン260RS 初参加のたぴおかです。知ってる人も知らない人もよろしくお願いいたします！

静岡県 ちぇる ステージア オーテックバージョン260RS
今や稀少な260RSで参加予定です。今年の5月に納車したので、やっと参加できるよう

になりました。初めてですのでよろしくお願いします！！

埼玉県 ちのっち ステージア オーテックバージョン260RS
また、夜勤明けで参加の様です。。。涙　希少なステージア２６０ＲＳ。

まだまだ健在なところをアピールしましょう！

神奈川県 トラッキー ステージア オーテックバージョン260RS よろしくお願いいたします。

東京都 なっちゃん ステージア オーテックバージョン260RS 宜しくお願いします。

大阪府 ハガレン ステージア オーテックバージョン260RS
去年急遽仕事になり、今年こそはと思っております！

初参加なんでボチボチと宜しくお願いしますm(__)m

岩手県 はる260 ステージア オーテックバージョン260RS 今年も参加できますように(^人^)

千葉県 ひでぢ ステージア オーテックバージョン260RS

今年もやってきました！里帰りMTG（≧∇≦）長くて羽根のある変◯バンが今年は何

台集まるか、楽しみにしています（笑）知ってる方もお初な方も、そして毎度な方々も、

よろしくお願いしまっすヾ(＠⌒ー⌒＠)ノ

神奈川県 ひらりん ステージア オーテックバージョン260RS 今年も楽しみです。

栃木県 ヒルマン ステージア オーテックバージョン260RS 今年もよろしくお願い致します。　知っている人は知っているはず・・・

東京都 ブッチー ステージア オーテックバージョン260RS 今回で2回目の参加になります、今年も楽しみにしています。

静岡県 みゆテック ステージア オーテックバージョン260RS
今回はオールクリアで家族全員参加できそうです！

皆様、よろしくお願いします！！

静岡県 モー ステージア オーテックバージョン260RS
 昨年、12SRでの参加でしたが今年は5人乗っても大丈夫な、260RSでの参加ができ

れば嬉しく思います！260RSとしては新参者ですので、先輩方お手柔らかに・・・

神奈川県 もも＆りくのパパ ステージア オーテックバージョン260RS 仲間に会えるのが楽しみです♪

埼玉県 やなぎ ステージア オーテックバージョン260RS よろしくお願いします。

愛知県 よしまん ステージア オーテックバージョン260RS
毎年恒例の我が家の行事なので楽しみです

去年は帰り道で…(￣Д￣;)　みなさん安全運転でご参加くださいね

埼玉県 よっしー ステージア オーテックバージョン260RS
初参加の昨年はとても楽しい時間を過ごせました。今年も楽しみにしています。よろしくお

願いします。

東京都 角８ ステージア オーテックバージョン260RS
毎年楽しみにしています。このイベントを（笑）！・・・

参加されるみなさん、当日お会い出来る事を楽しみにしています。

京都府 京やん ステージア オーテックバージョン260RS  

群馬県 群馬のナオ ステージア オーテックバージョン260RS
昨年は車の修理中で人間のみの参加となりました。久しぶりに皆さんの中にクルマを停め

たいです（笑）



都道府県 ハンドルネーム 車名 仕様※ コメント

宮城県 黒豚(ﾌﾞﾗﾋﾟ) ステージア オーテックバージョン260RS
今年も行きま～す!!!

絶対に何も起こるなー!!!　車も!人も!天気も!（笑）

岐阜県 鉄人２６号 ステージア オーテックバージョン260RS
今年は行けそうな気がする～～

有ると思います！

東京都 木登り兵隊 ステージア オーテックバージョン260RS たのしいひと時を過ごしたいと思います。

埼玉県 kuni260rs ステージア オーテックバージョン260RS 宜しくお願いします

東京都 marrno ステージア オーテックバージョン260RS 初参加になりますので、宜しくお願いします。

東京都 イワ   P ステージア オーテックバージョン260RS 楽しみです。

千葉県 こーちゃん ステージア オーテックバージョン260RS 去年同様、同志の方達に会えることを楽しみにしております。

東京都 シマッチ ステージア オーテックバージョン260RS 今年は、美容整形したので、ついに御披露目♪

東京都 ひで@傾奇者 ステージア オーテックバージョン260RS 今年も宜しくお願い致します。

神奈川県 まーてぃん ステージア オーテックバージョン260RS

オーテック車両に乗りはじめて５年目ですが今まで行きたくても予定が入っていけませんで

した。今回は意を決し休暇を取ります。

今年こそはミーティングに参加し、色々なオーテック車両を見てみたいです。

東京都 音速 ステージア オーテックバージョン260RS 今年も宜しくお願いします！

埼玉県 かぴょ ステルビオ -
平素ご無沙汰を致しおります。本日は、お日柄もよろしく、初冬の一日をどうぞよろしくお

ねがいいたします。

東京都 ebel セドリック オーテック 私はエコカーが嫌いです。

神奈川県 川崎67号車 セドリック ブロアムロング 今年も、何卒よろしくお願いします...m(_ _)m。

群馬県 access@kl.wind.ne.jp セドリック ロイヤルリムジン 色々なオーテック車両を見てみたいです。

埼玉県 みくりや セドリック 元教習車 参加される皆様、当日は宜しくお願い致します。

神奈川県 メタきっくす セレナ アンシャンテ

今まで申し込みするしていませんでしたが、今年は参加してみたいと思い申し込みさせて

もらいました。アンシャンテは台数少ないと思いますが他のオーテック車両と並べさせてもら

いたなと。よろしくお願いします。

新潟県 リクさん セレナ キタキツネ
まだまだ、現役！　これからも我が家の笑顔載せて走ります

よろしくお願いします

埼玉県 ☆てっちん☆@NOCK-7 セレナ
ハイウエイスター

Vエアロセレクション

一昨年は開催中止になり、昨年は息子の運動会と重なり参加できず…

今年こそはと思っています(*･∀･)b　子供たちも今から凄く楽しみにしています!参加され

る皆さん、宜しくお願いします！

兵庫県 CuCu セレナ
ハイウエイスター

Vエアロセレクション

2013年、2014年と参加出来なかったので、今年こそは里帰りをしたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

神奈川県 MASAAKI セレナ
ハイウエイスター

Vエアロセレクション
宜しくお願いします。

埼玉県 ぱぱちん セレナ
ハイウエイスター

アーバンセレクション
初めての応募ですがよろしくおねがいします!!
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長野県 ☆あっぷる☆ セレナ ライダー
皆さん、よろしくお願いします♪

もしかしたら、☆あっぷる☆が化けるかも～(笑)

長野県 hirosuke セレナ ライダー 今年も家族で参加させて下さい。宜しくお願いします。

千葉県 kou セレナ ライダー

大分県 nismo応援 セレナ ライダー

大磯里帰り久しぶりです。

まだお休みがわからないですが、久しぶりに皆さんに会いたいー

仕事よ休みになれー(つェ⊂)

神奈川県 REN8 セレナ ライダー
前回参加させて頂き、家族みんなで楽しませて頂きました。今年も是非オーテック、ライ

ダーファンのみなさまと盛り上がりたいです！

神奈川県 SO-SO セレナ ライダー 宜しくお願いします。

神奈川県 White☆SERENA セレナ ライダー
White☆SERENAです♪去年に続き2回目の参加になります!!

今年も楽しみにしています、宜しくお願いします(^^)

東京都 あきのしん セレナ ライダー

セレナ・ライダーを購入して4年。「家族4人のもの」の意味を込めてナンバープレート番号

を家族4人の誕生日下一ケタの組み合わせにしました。家族のお気に入りの車です。ロー

ンを完済して本当に我が家のものになったC26セレナ・ライダー君とともに今回思い切って

参加を申し込みたいと思いますので、どうかよろしくお願いします！

静岡県 ヴァリアール セレナ ライダー
去年は、息子の大会で参加できずにとても残念でした。もし今年参加できましたら、また

皆様方とお会いできるのをとても楽しみにしています！

群馬県 うちやま セレナ ライダー 楽しみですよろしくお願いします！

静岡県 かみら＠仮C25 セレナ ライダー

昨年に続き今年も是非、参加をしたいと思っています。丁度自分と長男の誕生月が今

年のオーテックの里帰りの開催月と重なりますので丁度良い誕生日プレゼントとなってくれ

る事を願っています（笑）今年は他のC25オーナーの方々にアレコレと聞いて回りたいと

思います。まだまだC２５は健在なり！

神奈川県 シンバ セレナ ライダー 昨年同様天気がいいといいですね。みなさまにお会いできることを楽しみにしています

神奈川県 セレフュージョン セレナ ライダー 今年も是非参加したいです。（我が家では、年間行事になってます。）

群馬県 つと民 セレナ ライダー オーテックの関係者の皆様、今年も里帰り開催決定！誠にありがとうございます！

神奈川県 とことこよっちやん セレナ ライダー
去年あっという間のミーティングで緊張しまくりでしたが、今年は皆さんに声をかけていきた

いと思います。q(*^O^*)p 　v(*^o^*)v

岐阜県 のっち セレナ ライダー

初めて参加させて頂きます。オーテックの車歴は、M35ステージア アクシスＳとC25セレナ

ライダーで、２台目になります。懐かしのオーテックの名車から現行車まで、皆さんの愛車

を拝見出来るのが楽しみです。

京都府 ひこ@京都 セレナ ライダー
皆様にお会い出来る事と色々なイベントに参加する事を楽しみにしております。

よろしくおねがいします。

長野県 ヒデゴン セレナ ライダー 早くも10万㎞越えしたC26で参加します♪よろしくお願いします！

神奈川県 ふみぱぱ セレナ ライダー 今回の参加楽しみにしています。

神奈川県 まー セレナ ライダー

初めての参加応募をします。 オーテック車を初めて購入して イベントがあると知人から聞

き興味を示し参加応募を決めました！

色々な車種のオーテック車を是非見てみたいです(*^^*)

愛知県 ゆう＠ライダー セレナ ライダー
去年初参加でとっても楽しめました

また今年も参加したいです
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愛知県 よっくん セレナ ライダー 初めての参加となりますが、よろしくお願いします。

群馬県 矢七 セレナ ライダー

毎年参加させて頂き、今年も楽しみにしています。

一年に一度の家族のイベントとして完全に定着しております。

思い出や印象に残る色々な企画も期待していますので、よろしくお願いします。

東京都 nao@tokyo セレナ ライダーHPS
毎年の里帰りミーティング楽しみにしています！オーテックスタッフの皆さん、参加される皆

さん今年もよろしくお願いいたします。

埼玉県 オータちゃん セレナ ライダーHPS 今年も仕事の休みと合致しました！2回目ですがよろしくお願いします。

神奈川県 こーたろー セレナ ライダーHPS 今年もよろしくお願いします！

千葉県 やす セレナ ライダーHPS 我が家の恒例行事です！

神奈川県 ゆうた セレナ ライダーHPS 今年も開催ありがとうございます。

茨城県 ゆうとパパ セレナ ライダーHPS 毎年楽しみにしています。

千葉県 Lycee＠らいだー セレナ ライダーPS 初の参加ですのでよろしくお願いいたします!

東京都 TAKA セレナ ライダーPS
昨年も参加させて頂いて、とてもいい時間を過ごす事ができました。

今年も是非参加したいです。宜しくお願い致します。

大阪府 totto セレナ ライダーPS

昨年参加してすごく楽しめましたしたくさんのオーテックに触れ合えてうれしかったので今年

も是非参加したく応募しました。

楽しいイベントの一員になれたらと思っております、宜しくお願いします

埼玉県 チョット セレナ ライダーPS 昨年デビューしてから2回目の里帰りです。今年も楽しみにしてます！

神奈川県 つばてぃ セレナ ライダーPS
前車リバティはライダー用パーツを付けていましたが、セレナで本物のライダーになり、やっと

参加応募出来ました。宜しくお願いします。

神奈川県 セレダー セレナ
ライダーPS

ブラックライン
今年もよろしくお願いします。

神奈川県 AC☆ セレナ
ライダーPS

ブラックライン
大磯里帰りMTGでしかお会い出来ない方々との再会を楽しみにしています♪

静岡県 daisuke5523 セレナ
ライダーPS

ブラックライン
今年も楽しみにしています！

千葉県 mr.softcreamの嫁 セレナ
ライダーPS

ブラックライン
今年は２台体制で行きたいです。

神奈川県 いくみ＆のぞみ　パパ セレナ
ライダーPS

ブラックライン

昨年、初参加でとても楽しかったです。また子供も大喜びでまた行こうとせがまれていま

す。

茨城県 カリリ軍曹 セレナ
ライダーPS

ブラックライン

今年はセンターらしいので絶対行きたいです♪

SKBの皆さん、他の参加の皆さんよろしくお願いします。

神奈川県 てつろー セレナ
ライダーPS

ブラックライン
今年もよろしくお願いします

神奈川県 ピノ吉 セレナ
ライダーPS

ブラックライン

昨年は参加出来なかったので、是非今年は参加して楽しみたいと思います。

宜しくお願い致します。

神奈川県 まーちゃんパパ セレナ
ライダーPS

ブラックライン

去年も家族で楽しませて頂きました。

今年も嫁、息子が楽しみにしてますのでよろしくお願いします。

静岡県 まさくん セレナ
ライダーPS

ブラックライン

昨年の玉入れ大会で、セレナ組の優勝でしたので・・・

今年は、最高の駐車場との事！！今年もお願いします。
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埼玉県 ミーさんパパ セレナ
ライダーPS

ブラックライン

今回、初めての参加応募となります。多くの方と交流を深めて、自分のカーライフ人生に

プラスになれればと思います。宜しくお願いします。

茨城県 もっちゃん セレナ
ライダーPS

ブラックライン
一度は参加してみたいです。

千葉県 shun セレナ
ライダーPS

ブラックラインZZ

前車両もC24ライダープラスでしたが、AOGの存在を知らずにおりました。今回車両買い

換えによりこんな楽しそうな会の存在を知り初エントリーになります。宜しく御願いします。

岐阜県 okumasa セレナ ライダーS

今年こそは、参加したいです。普段なかなか見ることのできないのいろいろな車種のオー

テック車を見てみたいです。今、乗っているライダーSも、義理の弟家族と旅行行った時

に、長距離運転し、デザインを目の当たりにして購入しました。今後の購入検討をしたい

ので、是非お願いいたします。

千葉県 アックン@練り餡の人 セレナ ライダーS
昨年、一昨年は仕事で参加できず、虚しい思いをしました。今年は仕事に邪魔されない

ようにしたいです。本当それをただただ祈るのみです。

神奈川県 オーテックプリ セレナ ライダーS
初めて応募致します。

よろしくお願いいたします。

神奈川県 オレンジパル セレナ ライダーS 今年もよろしくお願いします。

神奈川県 ポン太 セレナ ライダーS
毎年家族の恒例行事になっています。今年も是非楽しい時間を過ごしたいと思っていま

す。2011年に頂いたカエルの抱き枕も連れて行きます。

茨城県 Ria セレナ ライダーブラックライン

昨年の里帰りミーティングに参加したくて、メンバー登録に間に合わず参加することができ

ませんでした(泣)　今年こそは！と気合いを入れてメンバー登録しました♪宜しくお願いし

ます☆

北海道 sherry セレナ ライダーブラックライン

セレナライダーに乗り換えてから毎年申し込みをさせて頂き、抽選にも通ったのに仕事の

都合で参加できずに3年。今年こそは北の大地から大磯に愛車のセレナライダーを凱旋

させたいですね。日頃からAOGで交流をさせて頂いているメンバーの皆様にもお会いした

いです。今年こそは北海道から海を渡って参加したいと思っています。よろしくお願いいた

します。

神奈川県 takashi55 セレナ ライダーブラックライン
昨年も参加させてもらいました。

家族で楽しめたので今年もよろしくお願いします&#10071;

静岡県 yasu/ セレナ ライダーブラックライン
2回目の参加です。いろんな方と交流したいです。

みなさんよろしくお願いします。

神奈川県 yoshi セレナ ライダーブラックライン 昨年に引き続き今年も参加させて頂きます。宜しくお願いします。

静岡県 クロモコ セレナ ライダーブラックライン
よろしくお願いいたしますm(__)m

当選しますよーに☆

神奈川県 こばぞう セレナ ライダーブラックライン
オーテックの社員の皆さんと車の話ができるのが、とても楽しみです。家族も楽しく車につい

て色々と知る事のできる数少ない機会ですので、楽しみにしています。

愛知県 トシ セレナ ライダーブラックライン
初めての参加です。

よろしくお願いします。

山形県 びばよね セレナ ライダーブラックライン 今年こそはと幾星霜(大袈裟)

神奈川県 やんぼー セレナ ライダーブラックライン
2014年の里帰りで、子供が2015年も来たいと！

親子で参加できるのを楽しみにしています♪

埼玉県 けんいち0315 セレナ ライダーブラックラインZZ すごく楽しみにしてきました！みなさんよろしくお願いいたします。

新潟県 タケヒロ セレナ ライダーブラックラインZZ

今年の２月に念願のセレナライダーを購入しました。以前からこのミーティングはHPや雑

誌などで知っていて、是非参加したいと思い今回初参加ですが申込みました。AUTECH

ファンとしてよろしくお願いします。ちなみに、セレナ納車前に１度新潟からAUTECH工場

まで足を運びました(笑)

三重県 KBC23-AIBO セレナ 初期型ハイウェイスター よろしくお願いいたします！
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山形県 -AXIS- ティアナ アクシス 初めてなので、よろしくお願いします。

神奈川県 bogey ティアナ アクシス 久しぶりなので楽しみです。

岩手県 dera@32AXIS ティアナ アクシス
ティアナで２回目、計６回目の里帰りMTGを楽しみに待っています。

今年もまたきっと少数派ですが、車種稼ぎになればと…w

千葉県 ミッチイ デュアリス クロスライダー
富士山と湘南の海、そして何よりも数多くのAUTECH車に会えるのを楽しみにしていま

す。

宮城県 りんさん デュアリス クロスライダー

神奈川県 R50 テラノ オーテックバージョン

埼玉県 たっちー ノート エアロスタイル 初参加になります。よろしくお願いします！

東京都 ぴの ノート エアロスタイル 今月（８月）からノートのオーナーになり、参加できることを楽しみにしています。

愛知県 よし ノート エアロスタイル

ぜひ！参加します！

ひょっとしたら息子も参加するかも。日産に勤めているから土曜日には休めませんね。け

ど、無理矢理にでも連れて行きたいと思います。

神奈川県 1103 ノート ニスモ
まだ、あまり市中で見かけないノートニスモ、同じクルマに乗っている方とお話しが出来たら

と思います。どうぞ、よろしくお願いします。

神奈川県 hiro ノート ニスモ 初参加で楽しみです。

神奈川県 てぃーのすけ ノート ニスモ
初めて参加するイベントなので、楽しみたいと思います！！

よろしくお願いします。

神奈川県 テル ノート ニスモ

ノート　ニスモ(1200cc)もオーテック扱いになったため、エントリー致しました。

ダウンサスを入れ、アルミ、マフラーを変えてます。昨年は、ティーダ　アクシスでしたが、同じ

コンパクトカーで１年ぶりにお会いできることを楽しみにしております。

千葉県 パンダ ノート ニスモ
オーテックファミリーの多種多様なクルマとお会い出来て、有意義な一日でした。また、湘

南の風に吹かれて心地良いひとときを過ごしたいと思います。

神奈川県 ポチ ノート ニスモ

埼玉県 hide ノート ニスモS
32GT-Rからの乗り換えです。

これからこの車を同じように愛していこうと思ってます。

神奈川県 korosuke ノート ニスモS

AUTECH車、4代目です(^-^)エクストリーマーになるはずが、NOTE nismo Sになり

ました（笑）快適で楽しすぎます（笑）妻でも坂道発進頑張って運転しています

（笑）4人家族なので、あとはどうやって4点シートベルトを付けようか…と今、画作して

います（笑）よろしくお願いします。

千葉県 kuro ノート ニスモS 何年かぶりの参加ですが、よろしくお願いします～。

愛知県 manamix3150 ノート ニスモS
オーナー歴半年で初めての応募です。

何卒よろしくお願いいたします。<(_ _)>

神奈川県 OyaG's  NISMO S ノート ニスモS

前車のＭ３５アクシスＳの時は日程が合わず参加できなかったので、今回はぜひ参加

したいです。同車種の方とも交流をする機会も中々無いので、いい機会になればと思い

ます。

神奈川県 いっちゃん ノート ニスモS

神奈川県 うすけ ノート ニスモS はじめての参加ですが、楽しみにしています。
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埼玉県 すばーばる ノート ニスモS

埼玉在住のすばーばると申します。栃木まで往復100Kmをノートで通勤しています。

R32→S15→E12改と乗り換えて、初めてのオーテック車です。オーテック車に乗られてい

る皆さんと、交流を深めたいと思っています。歴代のオーテック車が並ぶのを、生で見てみ

たいので、よろしくお願いします。

神奈川県 ツッチー ノート ニスモS オッテック車は今回初めてです。よろしくお願いいたします。

京都府 てつや＠京都 ノート ニスモS
多くの方と情報を交換･共有出来たらいいと思います。

神奈川県 とどけん ノート ニスモS
初めてAUTECH車オーナーになり色々な車を見物したいと思いました！よろしくおねがい

します

大阪府 ハリマオＺ３４ ノート ニスモS
去年参加させて頂いて楽しかったので、今年も是非とも参加したいです。レースクイーンが

間近で視れたこととエンジンの組み立てコーナーが面白かったです。

神奈川県 ひろくん ノート ニスモS
初参加です。今のクルマがうちにやってきたのが11月23日でしたので。ほぼ1年になりま

す。どうぞよろしくお願いします！

神奈川県 ひろ志 ノート ニスモS

久しぶりにAOGに戻って来ました。

子供にも手がかからなくなったので、趣味に目覚めてノートですが少しずつサーキット仕様

に仕上げて行きたいです。

埼玉県 やっくん＠音楽寅さん ノート ニスモS 車は変わりましたが今年もよろしくお願いします。

神奈川県 川くま ノート ニスモS
昨年10月にNISMO-Sを購入して、初参加の里帰りミーティングです。

どうぞよろしくお願いいたします。

福島県 mayuki ノート ライダー
去年初めて里帰りに参加し楽しかったです。今年はAOGに登録させていただきました。よ

ろしくお願いします。

神奈川県 RIDER23 ノート ライダー
2013年は台風で中止、2014年は申し込みをミスってまだ参加出来ていません。2015

年は、参加出来ますように願ってます。

東京都 かっぴー ノート ライダー 今年も是非参加させて下さい。宜しくお願いします。

神奈川県 じじ ノート ライダー 宜しくお願いします。

神奈川県 シルバーノート ノート ライダー

去年に引き続き、今年も参加させて頂きたいと思います。愛車との付き合いも2年目にな

り、自分なりの個性が出てきたシルバーノート号と毎日楽しく過ごしていますが、里帰り

MTGは自分の中での一大イベントです！

他のオーテック車のオーナー様との交流もとても楽しみです！今年もモデルカー製作を頑

張ります。宜しくお願いいたします。

神奈川県 タカジュン ノート ライダー 3年ぶり2回目の参加になります。皆様、よろしくお願いいたします。

兵庫県 とみっち ノート ライダー
一昨年は台風で中止、昨年は急な案件で不参加・・・今年はぜひ行きたいです！よろし

くお願いします！

千葉県 とんざく ノート ライダー
休みが久しぶりに合いました。

ご無沙汰の参加表明です。当選しますように…

神奈川県 にっしー ノート ライダー
応募しました。

当選すれば初めての参加となりますが、みなさんよろしくお願いします

神奈川県 労働時間長くね ノート ライダー

静岡県 てつくん ノート ライダ－HPS
昨年は急な仕事で参加できず残念だったけど、今年は参加できそうです。

皆さんよろしくお願いします！

神奈川県 となりのウォンバット ノート ライダーHPS
8万キロを超えましたがマスマス元気なノートです。

今年も快調に参加できそうです。良い天気になりますように。



都道府県 ハンドルネーム 車名 仕様※ コメント

広島県 エッチデーデー ノート ライダーブラックライン

少し遠いですが、当選したら捕まらない程度に高速をかっとばして行きます（笑）オー

テック車オーナーの皆さんといろいろお話ができたらいいなぁと思っています。よろしくお願い

致します。

東京都 ひでろ－ ノート ライダーブラックライン
往年のオーテックバージョンとか、ステルビオとかとか・・・

里帰りミーティング、楽しみにしています。

神奈川県 乙 バサラ アクシス 2回目の参加です！ 今年も楽しみにしています♪

千葉県 新撰組 パルサー VZ-R N1

埼玉県 トモZ フェアレディZ ニスモ

東京都 クニちゃん フェアレディZ
バージョンST

Type-G

夫婦で毎回楽しみにしているイベントに,今年も参加出来ますように・・・

また.他の参加者の素敵な笑顔を今年も見られますように・・・

東京都 jama フェアレディZ バージョンニスモ

何かの手違いでオーテックさんへの登録もできず6年も過ぎましたが、今年やっと登録など

ができ妻とも大変喜んでおります。記念にノートニスモSも購入しました。この里帰りミー

ティングもやっと申し込む事が出来るようになり、念願の夢がかないますよう、祈ってます

兵庫県 S☆Witch フェアレディZ バージョンニスモ 今年もドピーカンになりますように！

神奈川県 カシワイ フェアレディZ バージョンニスモ よろしくお願いします！

栃木県 ともうに フェアレディZ バージョンニスモ
皆さんに会える事をたのしみにしています！

今年も目指せ金メダル！

大阪府 まるまる フェアレディZ バージョンニスモ380RS 本年もゲストに期待致します。

神奈川県 380おやじ フェアレディZ バージョンニスモ380RS

茨城県 サンプラス プリメーラ オーテックバージョン

まだまだ元気に峠を走っています。

エンジンも７５００回転までストレスなく吹けてくれます。

老朽部品は徐々に直しています。同じＰ１０に会いたいです。

神奈川県 こーいち プレサージュ ライダーS
去年はようやく当選しましたが、都合で辞退してしまいました。今年こそデビューしたいで

す。よろしくお願いします。

埼玉県 ともちゃん1 プレサージュ ライダーS
今年で2回目の参加です。同じ車種は勿論、違う車のオーナーの方たちとも、親交を深

めたいと思いますので参加させて下さい。

神奈川県 もっち プレサージュ ライダーS
昨年初めて里帰りMTGに参加して、たくさんのオーテック車を見ることが出来て、とても楽

しかったです！今年も是非、参加したいです！

岩手県 めりすけ プレサージュ ライダーα

訳あってミニバンに乗り換えましたが、オーテックからは離れられず（笑）。極力日産純正

部品の流用でちょっと変わったプレサージュを目指しています♪皆さんとお会いできることを

楽しみにしています！

千葉県 23 マーチ 12SR ２年ぶりの参加です！今年は参加するのでよろしくお願いします。

長野県 920 マーチ 12SR
初めて参加させていただきます。

よろしくお願い致します。

埼玉県 AK12SR マーチ 12SR 初の11月開催楽しみです。寒いかな～

群馬県 AKI マーチ 12SR

静岡県 barnard マーチ 12SR
登録7年目、12SRの持つ魅力は色褪せることなく深まるばかり...今年もヨロシクお願い

します！



都道府県 ハンドルネーム 車名 仕様※ コメント

神奈川県 Dayan マーチ 12SR 久しぶりの参加となりますが，みなさんよろしくお願いします．

東京都 K12SR マーチ 12SR Tuned By NISMO

愛知県 k12to マーチ 12SR
オーテック車のオーナー仲間の皆様の車を拝見できる事を楽しみにしています。皆様、宜

しく御願い致します。

神奈川県 kazoo マーチ 12SR
また秋晴れの元開催されるのを祈っております。

本年もよろしくお願いいたします(`・ω・´)

茨城県 Kazu マーチ 12SR

初めて参加させて頂きます。12SRに乗りはじめて8年、17万キロ以上走っていますが、

毎日の通勤が本当に楽しいです。こんなにも運転する喜びを感じられるクルマはないと思

います。まだまだ走り続けたいと思います！

埼玉県 KAZU マーチ 12SR 初参加になります 12SRオーナーの皆さん、よろしくお願いいたします(^ ^)

埼玉県 momi マーチ 12SR

今年1月まで平成17年式前期12SRを所有しておりました。マーチ以外の車種も考慮

して買い替えを検討していたところ、現在所有の12SRを見つけ、即決で購入してしまい

ました。今度の12SRは、ノーマルに近い状態で長く乗りたいと思っています。初めての里

帰りミーティングですが、参加できれば嬉しいです。

山梨県 NOISY マーチ 12SR
12SR、まだまだ現役です

今年も仲間のオーテック乗りとかけつけます

神奈川県 O2G マーチ 12SR
前回はうっかりしていて申し込みを忘れてしまっていました！

今回初めてですがよろしくお願いします！

滋賀県 serekita マーチ 12SR 2013年のリベンジで初参加したいです！

東京都 Takayuki@12SR マーチ 12SR

１２ＳＲ、ホント良い車です♪上まで回したときの感じが特に！

オーテックのクルマはどれもインパクトがありますので、当日皆様のクルマを拝見できるのを

楽しみにしています。よろしくお願いします。

福島県 tk32ikm マーチ 12SR

2013年のミーティングに当選しましたが、台風の為に中止となり、幻に終わってしまいまし

た。今年こそは参加したいと心から願っています。

よろしくお願いします。

三重県 tkg-beat マーチ 12SR オーテック初心者ですが、よろしくお願いいたします。

東京都 wiggler マーチ 12SR 今年もよろしくお願いいたします！

青森県 アビィ マーチ 12SR
初めまして！本州の北のはずれの青森から、初参加を希望するアビィと申します。人生2

度目のマーチしかも、欲しかったオーテック仕様の12SRご指導よろしくお願いします！

青森県 おサク マーチ 12SR 他のオーナーさんとの交流を楽しみにしてますので、よろしくお願いします。

千葉県 かーぼん マーチ 12SR
初参加です！

よろしくお願いします。

静岡県 ガレージN２ マーチ 12SR 今年も宜しくお願いします。

千葉県 きぃのすけ マーチ 12SR 里帰りミーティング初参加です。行ける事を楽しみにしています。

東京都 クリスタルブルーマーチ マーチ 12SR よろしくお願いします。

愛知県 くろカエル マーチ 12SR 30周年記念車期待してます。

静岡県 くろのえすあ～る マーチ 12SR 今年も宜しくお願いします。



都道府県 ハンドルネーム 車名 仕様※ コメント

神奈川県 こうすけ マーチ 12SR 今年もよろしくお願いします！

茨城県 こうへい マーチ 12SR 前々から里帰りミーティングの事を聞いていて行きたいと思っていたのでとても楽しみです。

静岡県 こんちゃん マーチ 12SR まだまだ乗り続けます！

東京都 シゲ爺 マーチ 12SR

愛知県 すみがまーち マーチ 12SR
初参加です。乗り始めて1年半ですが、これから長く大事に乗ろうと思います。

よろしくお願いします。

静岡県 そで マーチ 12SR
今年は４０歳記念の日（愛車は９年目）ｗｗ

ぜひ、一緒にお祝いできたらと思います。よろしくお願いいたします！！

千葉県 たか@GoGoマーチ マーチ 12SR

オーテックのイベントは、フレンドリーな雰囲気で車好きが集まるので、楽しみにしていま

す。今年は、開発発表のあった30周年記念マーチがとても気になっています。『見てニッコ

リ、走ってニヤリ。究極の笑顔製造機！』期待してます!!

愛知県 タケ＆マス マーチ 12SR 今年もよろしくお願いします。

神奈川県 タロネス マーチ 12SR 初めての参加となりますが、宜しくお願いします。

宮城県 テツ１２ＳＲ マーチ 12SR
今年も参加いたします。

宜しくお願いします。

愛知県 てる@愛知 マーチ 12SR 今年もよろしくお願いします(^^ゞ

長野県 にっしー マーチ 12SR 3回目です！よろしくお願いします！

静岡県 ひよこ マーチ 12SR 宜しくお願いします！

神奈川県 マーチサポ マーチ 12SR
今年もアットホームな雰囲気のオーテックファミリーのみなさんと

盛り上がりたいと思います！よろしくお願いします！

埼玉県 まーち大使 マーチ 12SR 今年も参加して楽しみたいです♪

静岡県 マチ マーチ 12SR

るび夫さんのブログをみて、参加してみたいなと思い応募いたしました。なかなか、車が好

きという方が周囲にいないというのも、参加希望の理由のひとつです。もし、当選できて

も、当日道に迷って遅刻しないか心配です…。人見知りして、楽しめなかったら…という

不安もあります。…が、宜しくお願いします。

埼玉県 まっさん マーチ 12SR
初めて参加します。念願の１２ＳＲを昨年手に入れました。乗ってホントに楽しい車で

す。皆様よろしくお願いします。

神奈川県 よこちゃん マーチ 12SR
個性のあるオーテック車が沢山集う夢のようなイベントなので是非参加させていただきたい

と思います！

群馬県 亀兎 マーチ 12SR 年に一度の集会なので出来れば今年も参加したいです♪

神奈川県 慶次郎 マーチ 12SR こっそり参加します。

神奈川県 荒さん マーチ 12SR

埼玉県 PRINCE魂 マーチ 12SR
今年は息子のシルビアオーテックと一緒に参加します

ので宜しくお願い致します

埼玉県 ユウタイ マーチ 12SR
特に特徴の無いシルバーの初心者マークの12SR乗りです。埼玉県熊谷市から参加予

定です！よろしくお願い致します。



都道府県 ハンドルネーム 車名 仕様※ コメント

埼玉県 ブルーSR マーチ 12SR 去年に引き続きよろしくお願いいたします

神奈川県 たまちゃん マーチ 15SR-A 現在釜石市で復興の仕事してます。

愛知県 モン吉 マーチ
15SR-A

MT換装車

前回はマーチNISMO Sで参加させていただいたモン吉と申します。今回の里帰りが行わ

れる１ヶ月前(10月4日)に筑波サーキット・コース1000で行われるハンディキャップドライ

バー日本一決定戦（タイムトライアル）に参戦します！里帰りでは良い結果報告ができ

ればと思っています♪参加者とスタッフの皆様、今年も宜しくお願いします！

神奈川県 ごおせ マーチ
15SR-A

ドライビングヘルパー
今年もよろしくお願いします。

兵庫県 つよちゃん マーチ
アンシャンテ

助手席回転シート
まだまだ元気です！

神奈川県 nissanrally マーチ タンゴ
希少なK11タンゴです。自分以外の車は殆ど観たことがありません。

他にも数台日産車に乗ってますが、タンゴが一番活躍しています。

埼玉県 とちお マーチ ニスモ
毎年、楽しみにしています。今は、ニスモのLSDの慣らしをしています。愛車を進化させて

いきたいので、里帰りに参加させていただいて色々参考にしたいです。

神奈川県 まあち@13改 マーチ ニスモ オーテック車を購入したので是非参加してみたいです。

東京都 みきみき マーチ ニスモ
参加出来ますように！

どうぞよろしくお願いします。

神奈川県 やまちゃん マーチ ニスモ
初参加！！

オーナーの方と情報交換したいです。

京都府 空波 マーチ ニスモ
前回に引き続き今回もよろしくお願いします！

何台集まれるのか楽しみです！

大阪府 こまてつ マーチ ニスモ

21歳でマイカーを手にして以来、ずっと日産一筋です。ウイングロードＹ11前イダーで青

春時代を謳歌しました。マーチニスモＳにて久々のオーテック車の所有です。AOG里帰り

ミーティングのようなクルマイベントでは、たくさんのクルマ好きな方々と出会えると思います

ので、とても楽しみです！

埼玉県 トレボー マーチ ニスモ

去年初参加しましたヾ(●´ω｀●)

マーチニスモCVT仕様ですが、今年もAOG里帰りミーティング盛り上げて行きたいと思い

ます♪皆さん、宜しくお願いします♪

静岡県 おたくおやじ マーチ ニスモ30th

千葉県 5523 マーチ ニスモS
昨年、初めて参加させていただきました。

今年もぜひ楽しめたらと思います。

神奈川県 14ROCKET マーチ ニスモS 今年も是非参加したいです。

静岡県 アロー マーチ ニスモS 初めての応募です、よろしくお願いします。

千葉県 スーさん マーチ ニスモS 2度目の参加です。よろしくお願いいたします。

埼玉県 たっつん マーチ ニスモS
今年も去年同様に楽しみにしています。

よろしくお願いします。

東京都 なかちゃん マーチ ニスモS
初めて参加させていただきます。

要領がわからずご迷惑をおかけするかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

千葉県 バタヤン マーチ ニスモS

埼玉県 びたみんすぅー マーチ ニスモS

初めての参加です!!

この車に乗り換えてからの大規模ミーティングは初めてですごく楽しみですのでよろしくお願

いします。
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静岡県 ひでさん マーチ ニスモS

毎年家族で楽しみにしているイベントです。

実家に帰って同級生と会うような、そんな心地よい時間の中でゆったりと一日を過ごした

いと思います。

神奈川県 やすお マーチ ニスモS ワンコx2(柴犬とシェルティ)をいつも連れています。

神奈川県 飴ちゃん マーチ ニスモS

はじめまして、飴谷と申します。去年の10月にマーチニスモSのオーナーになりました。この

イベントに参加したくて応募しました。このイベントに参加して交流を深めたいです。宜しく

お願いします。

兵庫県 藤丼 マーチ ニスモS 今年も楽しみにしております。どうぞよろしくお願いします。

群馬県 AKGキヨP マーチ ニスモS
去年の9月登録なので初参加ですが、よろしくお願いします。

他のメンバーさんの車を拝見させて頂いて、ぜひ参考にさせて下さい。

東京都 あっきー マーチ ニスモS 間違い探しのようなカスタムをしてますので、探してみて下さい！

千葉県 Katoo マーチ ボレロ 初めての参加です。船橋から参りました。色んな方と話ができたらと思います！

東京都 red_rose マーチ ボレロ 今年も約束したボレロオーナーさんとお会いしたいです！

埼玉県 たんご マーチ ボレロ
また皆様とお会いしたいので是非、今年も参加させていただきたいです。

よろしくお願いします。

神奈川県 ニャック・スミ蔵 ムラーノ モード・ロッソ 初めての参加です。よろしくお願いします。

東京都 ナナクニ モコ エアロスタイル 久々の参加ですので楽しみです。

愛知県 masa ラフェスタ ライダー
昨年より初参加しました。今回は急用が無是非参加したいと思います。よろしくお願いし

ます。

大阪府 ミチビツ ラフェスタ ライダー
今年は息子と参加予定です。AUTECHの素晴らしさを共有出来れば幸いです。マイフ

レさんとの再会を楽しみにしています。

神奈川県 巨峰サワーひとつ ラフェスタ ライダー 玉入れの練習しました。肩できてます。

神奈川県 しろいくるま ラフェスタ
ライダー

10thアニバーサリー
皆さんよろしくお願いします。

神奈川県 キン太 レパードJ.フェリー
オーテックリミテッド

Type L

21年ワンオーナーです。今年５月の車検、前回の車検でも、保守部品が無くなりつつあ

り、自前でオークションなどで部品を確保しています。今年（と来年）は参加できます

が、再来年の車検が通せないと、2017年の里帰り参加はできなくなってしまいます。

千葉県 BOB☆666 NV350キャラバン クロムギアパッケージ
今まで３台乗り継いだRiderシリーズからNV350クロムギアパッケージになりました。2頭

のチワワと一緒に車中泊の旅を楽しんでおります♪

山梨県 compass NV350キャラバン ライダー 今年もよろしくお願いします。

東京都 けんちゃん NV350キャラバン
ライダー

インテリアパッケージ

神奈川県 みきやん NV350キャラバン ライダー 今年は涼しそうなので、楽しみです。

東京都 りんたろう NV350キャラバン ライダー 以前12SRで中々参加出来なかったので今回はキャラバンです

東京都 団長 NV350キャラバン ライダー 毎年楽しみにしてます。　犬も行かれるかな？　老犬なんで・・・

※仕様はお申し込み時のご記入内容を尊重させていただいております。


