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兵庫県 saco GT-R ニスモ

去年の里帰りでは260を降りることが決まってたので、当分オーテック車オーナーに戻れないと感慨深

かったのに、何故か里帰りの夜に「GT-R nismo」を探す旅に出ることが決まり、翌日には見に行って

た（笑）。結局、4カ月のうちに3台もオーテック車がうちに来て、きっと、オーテック車とは切っても切

れない縁があるんでしょう。初めて違う車種で里帰りです。よろしくね(^^)/

千葉県 ☆イワン NV200バネット プレミアムGX 初の参加になります様、どーか抽選に当たりますように…（^人^）

千葉県 BOB☆666 NV350キャラバン クロムギアパッケージ
毎年、嫁と2頭のチワワととても楽しみにしております！！

今年も楽しみたいと思います♪

静岡県 ゆうき NV350キャラバン
クロムギアパッケージ

バージョンブラック

やっとマイカーでの参加です。

(以前は12SRの前期と後期に乗ってましたが参加できず…orz)

山梨県 COMPASS NV350キャラバン ライダー よろしくお願いします

千葉県 ロンちゃん NV350キャラバン ライダー よろしくお願いします！

東京都 団長 NV350キャラバン ライダー 当たりますように！　２代目披露します

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 去年は参加が出来なかったので、2年ぶりに参加したいです！

東京都 ユメトワ NV350キャラバン ライダーブラックライン
参加してみたいです！

宜しくお願い致します。

埼玉県 甲斐☆斗 アベニール ライダー
今年もお邪魔したいと思っております。だんだんと影が薄くなっていきますが（元々）、

最近の車にはない味も出てると思います。宜しくお願い致します。

愛知県 愛知キューブ博 ウイングロード ライダー 年に1度の恒例行事、楽しみにしております。

東京都 紋次郎 ウイングロード ライダー

日々の過走行が祟ったのか、先日CVTの不具合により動かなくなったねずみライダー(T_T)

現在CVT交換のため入院中ですが、里帰りミーティング本番には、元気な姿で復活します！

今年も楽しみにしています＼(^o^)／

埼玉県 くみちゃんの相方 エクストレイル エクストリーマーX 今年も参加出来ます様に。

神奈川県 CT110 エクストレイル エクストリーマーX 今年もヨロシク！∈(・ω・)∋

神奈川県 Neo蔵 エクストレイル エクストリーマーX
今年も参加させていただきます。

どう車種が少しは増えることを願ってます！

静岡県 まぁ君 エクストレイル エクストリーマーX

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
里帰りミーティングだけで他ではお会い出来ない方々とお会い出来るのが楽しみです。

今年も宜しくお願いします。

神奈川県 3年目のXTRAIL エクストレイル ブラックエクストリーマーX
1年に一度、このミーティングで知り合った方々とスタッフの皆さんとの再会を楽しみに参加させていた

だければ幸いです。よろしくお願いいたします。

神奈川県 SADA エクストレイル ブラックエクストリーマーX

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 よろしくお願いいたします

神奈川県 つん＠あゐ エクストレイル ブラックエクストリーマーX 去年は登録と納車が間に合わなかったので、今年は是非参加したいです。

千葉県 Yadokari エクストレイル ブラックエクストリーマーX
17年Autech車に乗ってました。

今回が初の参加となります。　よろしくお願いします

千葉県 しょう エクストレイル ブラックエクストリーマーX
是非参加したいです

色々なオーテック車を見てみたいです！

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
30周年おめでとうございます♪

今年もまた楽しい1日を過ごせたらと思っています。

東京都 show エクストレイル ブラックエクストリーマーX

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

３回目の参加です。

なかなかAOGで話している人となかなか会えませんが、

是非皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。

2016 AOG 参加者リスト（車名順）
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宮城県 mata エクストレイル モード・プレミア
生涯２台目のオーテック車で参加してみたいです。（以前テラノレグラス、スターファイアー所有してま

した）

新潟県 タケヒロ エクストレイル モード・プレミア

昨年、初めて参加させてもらってとても良い経験になり楽しかったです。その時は来年もまたC26セレ

ナで…っと思っていたら今年の7月に事故に遭い全損になってしまいました。新型セレナなど色々考え

ましたがエクストレイルのモード・プレミアを選びました。9月20日に登録したばかりで納車はもう少し先

ですがまたオーテック車に乗れるのを楽しみにしています。

神奈川県 yu-ki.i@045 エクストレイル モード・プレミア 初参加になりますが、楽しみしております。

神奈川県 テル エクストレイル モード・プレミア 昨年と違う車両でお邪魔します。１年に１度の機会でお会いする形ですが、よろしくお願いします。

静岡県 ＮＯＲＩ☆≡ エクストレイル モード・プレミア

今年も皆さまと様々な情報交換やイベント催しに参加したいです。

昨年は1台限りのMode Premierでしたが、今年は増えていると思うととても楽しみです。

よろしくお願いいたします。

神奈川県 エイトマン エクストレイル ライダー

エクストレイルのNT30のライダーが最近見なくなって里帰りミーティングでも同じ車がいないことが多く

なってきているので今回のミーティングでNT30型のエクストレイルに逢えたらいいと思っています。

会えたらよろしくお願いします

滋賀県 とよきち エルグランド VIP仕様 今年も宜しくお願いします。

宮城県 dua エルグランド アーバンクロム

香川県 eijimanpower エルグランド アーバンクロム
長い日産車歴の中で、初のオーテック車で、この様なイベントを知り、参加したくなりました！

初めてですが、宜しくお願い致します。

神奈川県 なべしん＠ エルグランド アーバンクロム
去年は、子供の学校行事と重なってしまい泣く泣くキャンセルしましたが、

今年は是非参加したいと思います。

神奈川県 ひろなな エルグランド アーバンクロム 現車では、初の里帰りです。よろしくお願いします。

東京都 kazupul エルグランド アーバンクロム
年式の欄に2016が無いので2015にして有ります

初参加ですが楽しみにしております（≧∇≦）

埼玉県 しげＥ５２ エルグランド アンシャンテ
しげＥ５２と申します。

初めての参加になりますので、宜しくお願いします。

茨城県 としぼー エルグランド

ハイウェイスター

ブラックレザーアーバンセレクション

ハイパフォーマンススペック

久しぶりの参加です♪

皆さんよろしくお願いします♪

愛知県 VAN ライダー エルグランド ライダー 初めて参加させていただきます。いろいろなオーテックの車が見えるのを楽しみにしてます。

茨城県 オーテック ライダー エルグランド ライダー 最近はトラブルが多発して修理が多くなりましたが、まだ頑張っていきたいと思います

埼玉県 i_zoom エルグランド ライダー
早くも今年で5回目！毎年楽しみにしてます。

今年もよろしくお願い致します(^O^)／

埼玉県 たっくん エルグランド ライダー
創立30周年おめでとうございます！

去年に引き続き、新今年はたな家族と一緒に参加させて頂きます。

埼玉県 ハンマーブロス エルグランド ライダー
４年ぶりのAOG湘南里帰りミーテイング参加です。Ｅ５１で頑張るぞ！！

快晴の大磯でみなさんお会いしましょう！

埼玉県 ひろもんパパ エルグランド ライダー 今回で3度目の参加となります。今年も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
今年はオーテック30周年記念の年！

去年に続き参加させて頂きたいと思います。

埼玉県 福さん エルグランド ライダー 今年も、楽しみな一日に成ると思いますので皆さん宜しくお願いします。

埼玉県 龍二☆ エルグランド ライダー 初参加になりますが、宜しくお願いします。

山梨県 taka101 エルグランド ライダー 今年も参加させて頂きます。

滋賀県 ホワイトRIDER エルグランド ライダー

年に一度のお里帰り♪

チョー楽しみにしております。

玉入れ ( ・0・)ノ° ゜.Ｙ。°。ヽ(・・ )　今年はセレナチームに勝てるか？(^^;

神奈川県 Katsuhiko エルグランド ライダー
今回で3回目の参加です。

楽しみです☆
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神奈川県 ken.nao エルグランド ライダー
今年参加出来れば4回目になります。

楽しみにしていますので、よろしくお願いします。

神奈川県 NISSAN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 Ray@Shou エルグランド ライダー
昨年は仕事の関係で連続参加記録が途絶えました(;´д｀)

家族で楽しみにしていたイベントです　　　宜しくお願いしますm(__)m

神奈川県 TOS300 エルグランド ライダー

参加可否が微妙ですが、とりあえず申し込みます。

今回で5回目の参加になりますが、参加されるいつもの皆さん、

お初の方々宜しくです。　今回は近来賞ないかなぁ・・・(^^;

神奈川県 エルカズ エルグランド ライダー
去年は抽選に外れて参加できずにとてもざんでした

今年は去年の分も楽しみたいです　　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 まだまだ頑張ります前期ライダー！！

神奈川県 たくなお エルグランド ライダー
楽しみにしてます。

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
これで5年目の参加かな？

また今年もお世話になります！よろしくお願いしますm(__)m

神奈川県 ほっち☆ エルグランド ライダー 今年の里帰りも楽しみにしています。参加される皆さん、スタッフの皆さんよろしくお願いします。

神奈川県 られふ エルグランド ライダー 今年も長男の学校イベントと重なり開会式早退てます(T_T)

静岡県 HIRO エルグランド ライダー 毎年恒例行事となりました。今年も参加させていただきめいっぱい楽しみたいです。

静岡県 三姉妹の父ちゃん エルグランド ライダー
初めて参加させて頂きます。

参加の皆さんと情報交換をしたいと思います。よろしくお願い致します。

千葉県 ナオ♂ エルグランド ライダー 3度目の正直、今年こそはなんとしても参加したいです。

千葉県 ゆいどｎ エルグランド ライダー 秋の恒例行事となりつつある【里帰り】今年も家族一同楽しみしています！

長野県 ton吉 エルグランド ライダー
毎年お招きいただき感謝しております　いよいよ肩身が狭くなってきてますが

まだまだ　乗りますよー！

長野県 赤岩太郎 エルグランド ライダー
途中退場になってしまうと思いますが初めて今年は娘を連れていきます。

楽しみにしておりますのでよろしくお願いします。

東京都 あきる野ライダー エルグランド ライダー
昨年参加できなかったので、楽しみにしてます。

エルグランドサイコー

東京都 ゴンザレス★ エルグランド ライダー
今年もよろしくお願いします。

家族皆、楽しみにしています。

東京都 ゆみライダー エルグランド ライダー
今年からは、車両の取材など、車両カスタマイズした事の何か参加型の楽しみがあると

嬉しいなと思います。

栃木県 くろらいだあ エルグランド ライダー 今年もヨロシクです！

福岡県 ひらちゃんライダー エルグランド ライダー
めざせ！四年連続遠来賞！(笑)

今年もよろしくお願いします。

福島県 とらすけ エルグランド ライダー
以前から参加してみたいと思っていたのですが、岡山から福島への単身赴任を機会に初めて参加を

申し込みました。ノーマルのエルグランドライダーですが、よろしくお願いします。

滋賀県 オザやん エルグランド ライダーS 今年も宜しくお願いします。

茨城県 E510 エルブル エルグランド ライダーハイパフォーマンススペック
今年も参加したいと思います

よろしくお願いします。

宮城県 やっとＥＬ エルグランド ライダーハイパフォーマンススペック 参加の皆さん、楽しく盛り上がりましょー♪

群馬県 23works-toshi エルグランド ライダーハイパフォーマンススペック
毎回楽しみにしているイベントです!

里帰りMTGは皆勤賞中!!今回も参加できるのを楽しみにしています。

埼玉県 hiro エルグランド ライダーハイパフォーマンススペック 毎年両親ともども楽しみにしてます。今年も、安全運転で、行きますのでヨロシク！

神奈川県 dutch0913 エルグランド ライダーハイパフォーマンススペック
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大阪府 い　ず エルグランド ライダーハイパフォーマンススペック

オーテック車購入で昨年参加できると楽しみにしていたのですが、参加申込締切日までに納車日が

決まらず、車が無い状態で申し込みはさすがに出来ず、、、参加出来ませんでした。なので今年はそ

のリベンジも混めて参加したいです！

神奈川県 ミネ様 エルグランド ライダーハイパフォーマンススペック 当たるかなぁ

愛知県 みむみむ エルグランド
ライダーハイパフォーマンススペック

ブラックライン

参加できれば、色々な参加車両を見るのを楽しみにしています

(特に、ブレーキ等のカスタマイズ)　　よろしくお願い致しますm(._.)m

三重県 yosshiyy123 エルグランド
ライダーハイパフォーマンススペック

ブラックライン
今年も楽しみにしてます♪

東京都 コウズィ エルグランド
ライダーハイパフォーマンススペック

ブラックライン

初めての参加になります。昨年参加させてもらおうと思ったのですが仕事が入る予定で参加できな

かったので今年は是非参加してみたいと思い申し込みさせてもらいました。

よろしくお願い致します。

神奈川県 うなぎいぬ エルグランド
ライダーハイパフォーマンススペック

ブラックライン
今年も参加できたらうれしいです。

千葉県 GoFightWin エルグランド ライダーブラックライン

昨年参加させていただき、とても楽しかったです。

今年もみなさんとお会いできるよう、参加申込みさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

大阪府 E52RBL エルグランド ライダーブラックライン
折角 オーテック車に乗ってるのだから・・・。

思いきっての初参加です！！皆様 宜しくお願いします。

東京都 ieneko エルグランド ライダーブラックライン
ienekoです。昨年初めて娘と参加しました。

今年は嫁も一緒に行きたいと思います。ひろもんパパさんまた会えるのを楽しみにしてます！！

東京都 まんゆう エルグランド ライダーブラックライン はじめて参加させて頂きたいと思います。宜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
今年も里帰り楽しみにしています

皆さまよろしくお願いします

静岡県 みよし＠富士山 オッティ ライダー オッティライダーは今後もオリジナルを維持していきます。２年振りの参加、楽しみにしています！

東京都 y60driver キューブ チェアキャブ 今年も当選しますように

埼玉県 ともひさ キューブ ライダー
今年、念願のオーテックオーナーになりました！オーナーとして、初めて参加します。宜しくお願いしま

す！！！

東京都 アンクルライダー キューブ ライダー
いつもお世話になります(^_-)

これに出ないと一年が終わりません！今回もよろしくお願い致します。

神奈川県 みゅーびっく キューブ ライダーα
みゅーびっくと申します。

毎年恒例の里帰り、楽しみにしていました(*^^*)今年もよろしくお願いいたします！！

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 年に1度の里帰り、30周年の記念イベント楽しみです。

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 今年も参加しますヽ(´ー｀)ﾉキューブは何台来るかな？

神奈川県 hangfive クエスト GXE

埼玉県 sugakiya グロリア ブロアム150L_VIP 毎年楽しみにして下ります。今年も晴れる事を祈ります。

東京都 リムジン グロリア ロイヤルリムジン よろしくお願いいたします。

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 yukiPASU ジューク アーバンセレクション 初参加なので楽しみにしています

愛知県 ウィザード シルビア ヴァリエッタ 希少車の同一オーナーとの唯一の語らいの場として、今年も楽しみにしてます。

愛知県 けーず シルビア ヴァリエッタ 当日はよろしお願いします。今年も晴れる事を願っています！

群馬県 政さん シルビア ヴァリエッタ 今年もよろしくお願いします

埼玉県 3215 シルビア ヴァリエッタ
15年目のS15ですがまだまだ元気に走っています。今年も見渡す限りのオーテック車の光景を楽し

みにしています。

神奈川県 Moto シルビア ヴァリエッタ 楽しみにしてます。
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神奈川県 Yoshito シルビア ヴァリエッタ 今年もあの暖かな駐車場で、うたた寝したいっ！！

神奈川県 ごみし シルビア ヴァリエッタ
アシ車です。赤の外装が少し褪せてきました。16万キロ超えました。NAVICARSで紹介してもらった

りしました。今年は取材もいいけれど、少しはオーナーの方とも交流したいですね。

神奈川県 じゃんぽーる シルビア ヴァリエッタ
30周年おめでとうございます！

今年もぜひ参加させていただき、お祝いしたいです。

神奈川県 ぱぱにし シルビア ヴァリエッタ

スタッフのみなさまにはＡＯＧ湘南里帰りミーテョングを盛り上げていただき、毎回楽しく参加しており

ます。他のオーナーの方々とクルマの話をいろいろしたいと願っています。

今年もよろしくお願い申し上げます。

神奈川県 みね シルビア ヴァリエッタ
まだまだヴァリエッタは元気です。

当日は、屋根を開けて置いておきたいので晴れるといいですね。

千葉県 blue15varietta シルビア ヴァリエッタ

昨年初めて参加させていただき、年に一度ヴァリエッタ仲間と会える貴重な時間を持て、大変楽しく

過ごすことが出来ました。

今年は、以前乗っていたR34スカイラインと同色の、べイサイドブルーに変身し参加できるのを楽しみ

しています。

栃木県 さいだ シルビア ヴァリエッタ

このイベントの存在を知ったのが、昨年の里帰り終了後だったため"来年は参加したい！"と思い、

やっと今年 申込致しました！

愛車をピカピカに磨いて、参加したいと思います。

栃木県 ぶるびあ シルビア ヴァリエッタ 年に一度のこのイベントに参加できることは最大の喜びです。今年も楽しく盛り上げましょう！

福岡県 とん ちゃん シルビア ヴァリエッタ
初参加です！

よろしくお願いします。

福島県 osamuちゃん シルビア ヴァリエッタ
東日本大震災から丸5年、ようやく落着き里帰りミーティングに申し込むことが出来ました。

2012年に参加しましたから4年ぶり。日頃の日常を忘れ楽しみたいと思います！

愛知県 dykpgc シルビア オーテックバージョン
免許を取りずっとスカイライン党での一筋でしたが、もう一度、初めて手にした時のときめきを味わいた

く、シルビア・オーテックバージョンをセレクトしました

茨城県 たかちん シルビア オーテックバージョン 昨年初めて参加でしたが，楽しく過ごせました。また，皆さんに会えるのを楽しみにしています。

群馬県 phantom シルビア オーテックバージョン 初参加宜しくお願い致します

埼玉県 なま シルビア オーテックバージョン 今年も宜しくお願いします～

神奈川県 くにさん シルビア オーテックバージョン

2台めのオーテックバージョンです。

1台めはサーキットで全損させてしまいましたが、2台めは大事に乗っていきたいと思います。

よろしくお願いします。

石川県 いえもん シルビア オーテックバージョン 去年は仕事の都合で行けなかったので、今年こそは。

大阪府 すてわん シルビア オーテックバージョン
260RSもやっぱ好きなんですが、最近はS15の面白さにハマっております。友人をも巻き込んでの

サーキット走行がストレス解消になってます。オーテックバージョンやっぱりいいですね。

兵庫県 旦那 シルビア オーテックバージョン

何故だか気付いたらS15オーナーになってました。

それもこれも、NA詐欺に遭ってしまったからです（笑）が、この車がサーキットで楽しくてたまらないこ

とに気づいてしまいました。NAだからと侮るなかれ！さすがオーテックバージョンだけあって、味付けがシ

ブいんです。当分これで、すてわんさんと2台で楽しみたいと思います。260とはまた違った良さがある

んです（＾＾）

愛知県 SHIN シルビア オーテックバージョンK'sMF-T

今年もみなさんの貴重で大切にされた車を見るのを楽しみにしています。

私の車も来年で20歳（成車？）。色々なトラブル、経年劣化、部品代の高騰と

上手く付き合いながら大切に乗り続けていきます。

宜しくお願いします。

東京都 S14ながた シルビア オーテックバージョンK'sMF-T
新車購入から18年、まだまだ新しい??と思っていたら、マイナートラブルが出始めました。ぼちぼち修

理しながら乗っていきたいと思います。

千葉県 にいろくまるこ シルビア コンバーチブル よろしくお願いします。

東京都 ＢＢＱおじさん シルビア コンバーチブル

東京都 evergreen シルビア コンバーチブル あと２年で３０年になります。何とか乗り続けたいです。

埼玉県 なかのり@由希奈号 シルフィ Sツーリング

以前はE11ノート前期のIMPULコンプリート仕様の痛車に乗っていましたが、走行距離が25万km

を越えたので今年の7月にシルフィSツーリングに買い替えました!!

初のオーテック車です!　よろしくお願いいたします!! m(_ _)m
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埼玉県 take3 シルフィ アクシス
１０年目の車とは思えないほど美車です！！

気合を入れて磨き込んで参加します。

東京都 風のシルフィ シルフィ アクシス

昨年のようにサプライズを期待しています。

シルフィNISMOのお披露目を！！セレナばかりに力をかけないで！（嫉妬）

誰もが手に届く「走りの４ドアセダン」を爺は待ってるゾ！！

埼玉県 さいめいさん スカイライン オーテックバージョン
昨年は、移動中にブレーキキャリパー固着で危ないところでした。今回はキャリパーＯＨとタイヤ新調

で臨みます。

神奈川県 snowbird スカイライン オーテックバージョン 今年もオーテック仲間と楽しい1日を過ごしたいと思っております。

神奈川県 エアーズロック スカイライン オーテックバージョン 年々メンテが大変ですが、まだまだ乗ります。

神奈川県 ぶるーらいなー スカイライン オーテックバージョン 見た目「は」オーテックしてます(笑)

大阪府 GPz スカイライン オーテックバージョン

大阪府 usr 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
昨年初めて参加させて頂きましたが、非常に多くのオーテックファンが集まる、とても楽しいイベントでし

た。今年も是非参加させて頂きたいと思いますので、皆様よろしくお願い致します！

東京都 omiomi スカイライン オーテックバージョン 毎年恒例よろしくお願いします。

東京都 カーニバル スカイライン オーテックバージョン
年に一度の里帰り。あと何度里帰りさせてあげられるか、オーナーの意地と維持の勝負です。

(^_^;)

東京都 しんたまねぎ スカイライン オーテックバージョン
大磯を通るとオーテックミーティングを思い出すようになってきました。

密かに、今年こそ玉入れで勝ちたいと思っています。

愛知県 1048 スカイライン
GT-R

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

埼玉県 いのりん スカイライン
GT-R

オーテックバージョン40thアニバーサリー

みなさんこんにちは。

新車で乗り始めて20年近くになります。最近はメンテナンス中心です。

ガソリンがなくなるまで乗り続けます！

山梨県 @ヤーザキン スカイライン
GT-R

オーテックバージョン40thアニバーサリー
毎年楽しみにしています。よろしくお願いします。

神奈川県 ＨＩＲＯ スカイライン
GT-R

オーテックバージョン40thアニバーサリー

ネーミングの通り、里帰り気分を味わえる大好きなイベントです。

ゲストも身近に感じられ、毎年楽しみにしています(*^_^*)

神奈川県 nissie スカイライン
GT-R

オーテックバージョン40thアニバーサリー

今回初めて参加させていただきます。

他のオーナー様と沢山仲良くなりたいです。宜しくお願いいたします。

神奈川県 panda33 スカイライン
GT-R

オーテックバージョン40thアニバーサリー

2年ぶりの応募です。少しずつアップデートしています。

外見はノーマル、中身はちょっと違うを目指して手を加えてます。

神奈川県 papachy スカイライン
GT-R

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。

神奈川県 あおじる スカイライン
GT-R

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。

神奈川県 きん スカイライン
GT-R

オーテックバージョン40thアニバーサリー
マッタリ出来る年に1番のイベント楽しみにしています。

神奈川県 といち☆ スカイライン
GT-R

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
GT-R

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。

よろしくお願い致しますm(_ _)m

千葉県 ＫEN×2 スカイライン
GT-R

オーテックバージョン40thアニバーサリー

雑誌等でイベント内容は、見てましたが今回ぜひ参加したいと思い、初めて申し込みさせて、いただ

きました。よろしくお願い致します。

千葉県 titin-R35 スカイライン
GT-R

オーテックバージョン40thアニバーサリー

毎回ホームページにて見てましたが、日程の都合で参加出来きませんでした。

今回は初参加になりますが、他のオーテックオーナー様との交流など、とても楽しみです

大阪府 Brother-26 スカイライン
GT-R

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。

茨城県 KS110hiro@350S ステージア アクシス

AXIS３５０Sの他にKS110型シルビアハッチバックを所有していますが、長男免許取得に伴い、こ

の春から息子に貸与しています。日頃から乗れるVQサウンドが堪能出来るスポーツ＆グランドツア

ラーとしてAXIS３５０Sを探し、この春にようやく見つけた車両です。これまで旧車のイベントは参加

経験あるものの、オーテック殿のイベントは念願かなって初参加です。宜しくお願い致します。
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岐阜県 KTMAE ステージア アクシス よろしくお願いします！

宮城県 Tiger1925 ステージア アクシス

埼玉県 タクチーノ ステージア アクシス 初めてのオーテック車両の所有なので是非とも参加したいと思いますのでよろしくお願いいたします

千葉県 しるヴァ ステージア エアロセレクション
昨年に続き２回目の参加となります。今年も稀少なオーテック車を見ることができることを期待してま

す。皆さんよろしくお願いします。

愛知県 さくらいろ ステージア オーテックバージョン260RS
受かりましたら毎年恒例の勝手に前夜祭から参加予定です。

後夜祭は・・・どうでしょう？

岩手県 はる260 ステージア オーテックバージョン260RS 皆さんよろしくお願いしますm(__)m

岐阜県 きょんて ステージア オーテックバージョン260RS
初めての参加ですが、精一杯楽しみたいと思います！いろんなクルマを見て勉強して自分のクルマを

進化させていきたいです！

岐阜県 鉄人26号 ステージア オーテックバージョン260RS
今年も参加させて頂きます。

当日を楽しみにしています。

宮城県 黒豚(ブラピ) ステージア オーテックバージョン260RS |дﾟ)...昨年の突発的キャンセルに対するリベンジで臨みます！

京都府 i-de ステージア オーテックバージョン260RS ステージア　２６０RS　長らく所有しておりますが　今まで参加したことが無いので、応募しました。

群馬県 群馬のナオ ステージア オーテックバージョン260RS

1月の大雪で家から出たとたん地域貢献の除雪によりフロントバンパーが還らぬ状態になり、社外バ

ンパーとなりましたが本物の260ですｗ。

年々、パワーアップしており、227,000kmですが状態は良いです（笑）

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

埼玉県 Pleasure ステージア オーテックバージョン260RS
今年は２６０で行きます。

いろんな意味での里帰り。よろしくお願いします。

埼玉県 tori3 ステージア オーテックバージョン260RS
昨年は急遽参加できなくなり、誠に残念でなりませんでした。

今年は万全の態勢で参加したく、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 皆さんにお会い出来るの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 年に１度の里帰り！！　参加できることを楽しみにしてマース！！

埼玉県 すー３ ステージア オーテックバージョン260RS 久しぶりの参加希望ですがまだまだメンテナンスして現役バリバリの最速営業車でがんばってますよ

埼玉県 ひでぢ ステージア オーテックバージョン260RS

４月に引っ越ししてナンバーも変わり、大磯へのルートも変わりました！

が・・・車はココ数年、な～んにも変わってません。

と思ったら、昨年タービンブローしてタービン替えてました笑

そろそろ2回目の大がかりなリフレッシュが必要だよな～なんて思いつつも、重い腰が上がらず時間だ

けが過ぎて行く～www

埼玉県 やなぎ 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します。

三重県 おっきー ステージア オーテックバージョン260RS 今年はオーテック３０周年なのでぜひ参加しお祝いたいです。

滋賀県 ザッキー ステージア オーテックバージョン260RS 昨年にに続き二度目になりますが、よろしくお願いします。

神奈川県 boss ステージア オーテックバージョン260RS 満身創痍ですが、今年も何とか参加できそうです。

神奈川県 chiyo ステージア オーテックバージョン260RS
幼馴染の形見で参加です。

よろしくお願いします。

神奈川県 Ｒ・Ｈ ステージア オーテックバージョン260RS 痛車ですが宜しくお願いします。

神奈川県 Run. 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いたします。

神奈川県 tapioka&Gacky ステージア オーテックバージョン260RS よろしくお願い致します！

神奈川県 かとちゃん ステージア オーテックバージョン260RS
まだ参加したことないのでどんなＭＴなのかドキドキしてます。

参加される方、よろしくお願いします。
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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
創立30周年おめでとうございます！

昨年に引き続き2回目の参加です。11月19日を楽しみにしています。

神奈川県 はる 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 ひらりん ステージア オーテックバージョン260RS 今年も参加できるのを楽しみにしております。

神奈川県 まさる ステージア オーテックバージョン260RS
初めての参加です！！よろしくお願いします

BNR34顔にしてドリフトやってます♪

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 子供達も楽しみにしています。

神奈川県 杉山剛 ステージア オーテックバージョン260RS 初参加のためよろしくお願いいたします

静岡県 kuwagi ステージア オーテックバージョン260RS
今年こそマーチで参加したかったのですが、やっぱり希少な方で参加します。

年寄りが多いのであまり歩かせないで下さい。

静岡県 ステロイド260RS ステージア オーテックバージョン260RS 去年とハンドルネームは違いますが、よろしくお願いします。

静岡県 みゆテック ステージア オーテックバージョン260RS
まだまだ元気な260RSです！(笑)

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 また、参加できればありがたいと思います。

千葉県 mr.softcream ステージア オーテックバージョン260RS 今年も、皆さんヨロシクお願いしますm(__)m

千葉県 おむすび ステージア オーテックバージョン260RS 前から一度参加してみたいと思っておりました。

千葉県 がんちゃん ステージア オーテックバージョン260RS

千葉県 白いメガネ ステージア オーテックバージョン260RS
初めて参加します。

多数のオーテック車両を見るのが楽しみです。宜しくお願いします。

大阪府 kensan260@大阪 ステージア オーテックバージョン260RS
新車購入から16年が経過して、傷んできているところもありますが、これからもあちこち走り回れるよう

に、しっかりと面倒を見ていきたいと思います。

大阪府 はがれん ステージア オーテックバージョン260RS
前も仕事で行けず…今年はなんとか行けそうなんで宜しくお願いします(*・∀・*)ノ初です！

楽しみです(*・∀・*)ノ

大阪府 和 ステージア オーテックバージョン260RS

ステージアを手に入れて、オーテックさんのホームページで里帰りミーティングを知りました。

オーテックさんが手掛けた色んな車が見れると良いな。

初の参加申し込みですが宜しくです。

長野県 260RS_S1 ステージア オーテックバージョン260RS お初になります。

長野県 Fujiwara_ ステージア オーテックバージョン260RS
30周年、おめでとうございます。

天候に恵まれますように。

東京都 330RS 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します。

台風だけは来ないように…

東京都 iwa-p.260 ステージア オーテックバージョン260RS 楽しみにしてまーす。

東京都 t音速 ステージア オーテックバージョン260RS 参加される方、今年も皆様宜しくお願い致します。

東京都 けん爺 ステージア オーテックバージョン260RS
初めて参加します。

たくさんのオーテック車両が見られるのを、楽しみにしています。

東京都 シマッチ ステージア オーテックバージョン260RS
恒例行事になっているイベントなので、11月がとても楽しみです。

天気に恵まれるように、てるてる坊主飾っておきます！

東京都 スポロケット ステージア オーテックバージョン260RS
会社のお休みも当選すると良いのですが。

是非参加させて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。

東京都 なっちゃん ステージア オーテックバージョン260RS 年数を重ね、パーツ交換しながら維持しています。宜しくです。

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します。

東京都 ブッチー 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ますよ～。

東京都 角８ ステージア オーテックバージョン260RS 参加されるみなさん、よろしくお願いします。
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東京都 木登り兵隊 ステージア オーテックバージョン260RS
(#^.^#)

頑張って参加だ！

兵庫県 ヨシボー ステージア オーテックバージョン260RS

東京都 ワクイミュージアム ステルビオ

埼玉県 かぴょ ステルビオ 　 今年もよろしくお願いいたします。

神奈川県 山ちゃん＠ゴリラ セドリック 150L 前回エントリーし忘れたので今年こそは

東京都 nabeshin セドリック ブロアムL ヨロシクお願い致します！

神奈川県 川崎６７号車 セドリック ブロアムロング 今年も宜しくお願い致します・・・。

埼玉県 みくりや セドリック 元公共応急作業車
創立30周年おめでとうございます。更なる発展を祈念申し上げます。参加される皆様、大いに盛り

上げていきましょう。

神奈川県 メタきっくす セレナ アンシャンテ
去年初参加させてもらいましたが、スタッフの方に仕様の事で質問したらものすごく丁寧に調べていた

だいたので是非お礼が言いたいです。よろしくお願いします。

岐阜県 キタキツネ セレナ キタキツネ
是非 初めてなんで参加したいです

キタキツネに会いたいです

埼玉県 ☆てっちん☆@NOCK-7 セレナ ハイウェイスターVエアロセレクション

今年も家族皆んなで参加を楽しみにしていますd(≧▽≦*d)

熱～い1日を楽しめればと思います♪

参加される皆さん、スタッフの皆さん、宜しくお願いします！

神奈川県 くみちょ セレナ ハイウェイスターVエアロセレクション 昨年は仕事で参加できず…今年は絶対に参加したいです！！

大阪府 こまてつ． セレナ ハイウェイスターVエアロセレクション
昨年はじめて里帰りミーティングに参加し、とても楽しい時間を過ごすことができました。

今年もあの雰囲気を楽しみたいと思います。

兵庫県 CuCu セレナ ハイウェイスターVエアロセレクション 今年もお騒がせしますが、よろしくお願いいたします。

神奈川県 うえさん1229 セレナ ハイウェイスターVエアロモード 5年振りにAOGに復帰しました、当日は楽しみたいと思います。

埼玉県 ぱぱちん セレナ ハイウェイスターアーバンセレクション よろしくおねがいします( ☆∀☆)

愛知県 ゆう＠ライダー セレナ ライダー
30周年記念の年ですね。

皆さんと一緒に盛り上がりたいです。

京都府 ひこ@京都 セレナ ライダー
30周年おめでとうございます　歴代のオーテック車やオーナーさんに

お会い出来る事を楽しみにしております。

群馬県 矢七 セレナ ライダー
毎年楽しみにしています。

よろしくお願いします。

神奈川県 REN8 セレナ ライダー
オーテック、ライダー、ニスモファンの皆さまと車にお会いするのが楽しみです！

毎年子供の学校行事と重なり、1人での参加となりますが、宜しくお願いします！

神奈川県 SO-SO セレナ ライダー ﾖﾛｼｸﾃﾞｽ(o´_ _)o)ﾍﾟｺｯ

神奈川県 White☆SERENA セレナ ライダー 毎年の恒例イベントで今年も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 是非参加した～い。　今年もよろしくお願いします。

神奈川県 とことこよっちゃん セレナ ライダー
今年もやってきました、q(*^O^*)p 　v(*^o^*)v

スタッフの皆さんの笑顔をまた見に行きたいと思います(^_-)-☆

神奈川県 とし☆９３ セレナ ライダー
久しぶりの参加です

宜しくお願いします

静岡県 shuhey78 セレナ ライダー 初参加予定ですが、いろんな情報を仕入れたいと思っています。

静岡県 いわやん セレナ ライダー
初参加ですが楽しみたいです

今まで羨ましく思っていたので里帰りミーティングワクワクしています

静岡県 ヴァリアール セレナ ライダー 今年もお楽しみがやってきました。皆さんよろしくお願いします！

静岡県 かみら@C25 セレナ ライダー 今年も参加したいと思いますが・・・当選するかなぁ・・・（汗
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静岡県 てつくん セレナ ライダー 昨年は息子のノ－トライダ－ＨＰＳで今年は自分のセレナで行きます、よろしくお願いいたします！

静岡県 やっさん セレナ ライダー
以前より参加したかったが参加の時期を逃し参加申し込みが出来なかった

オーテック車に乗っている方々と交流してみたい

長野県 ☆あっぷる☆ セレナ ライダー

参加できましたら、皆さん、よろしくお願いします。

今年は、オーテックさんの30thってことで、昨年に続き30thバージョンを予定しています（謎）

何か特別なことがあるのかな～！？（期待）

長野県 ヒデゴン セレナ ライダーJパッケージ 今年も参加できますように！　参加の皆さんよろしくお願いします。

岐阜県 okumasa セレナ ライダーS
ニスモノート、マーチ、ジュークを検討中なので、現車を見てみたいです。

是非、参加させてください。よろしく、お願いします。

群馬県  つと民 セレナ ライダーS
今年もこの季節がやってきました！

またまたお邪魔しまーす

神奈川県 あうてち セレナ ライダーS
昨年初めて参加させて頂きました。

また今年も是非参加致したいと思います。　どうぞ宜しく御願い致します。

神奈川県 オレンジパル セレナ ライダーS 今回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 やはりこのイベントに参加しないと1年が終われません。30周年を盛大にお祝いしたいと思います。

千葉県 アサガオセレナのアックン セレナ ライダーS

仕事等に阻まれ、久々に里帰りをしたく、応募しました。

もしかすると今の仕様での里帰りは最後になりそうなので、多くの皆様にセレナを見て頂けたらと思っ

ております。

長野県 あずさ２号♪ セレナ ライダーS

先ずはライダー３０周年おめでとうございます。

この晴れやかな席に参加出来れば光栄です。

自車は憧れのE51ライダーをお手本にカスタマズして来ました。

自分的に納得できる状態になってきましたが、大ぴらにできない部分も有ります。車種別ゾーン駐車

とは申しません。陰の方に置いて頂ければ幸いです。

茨城県 ゆうとパパ セレナ ライダーハイパフォーマンススペック ハイパフォ最高！！

埼玉県 HiGo セレナ ライダーハイパフォーマンススペック 今年はロニー選手にも会いたいな

神奈川県 イチゴ セレナ ライダーハイパフォーマンススペック セレナで初参加となりますので、宜しくお願いします。

神奈川県 こーたろー セレナ ライダーハイパフォーマンススペック

いつもお世話になっております。

今年もまた里帰りMTGの開催ありがとうございます。

尚、当日の天気は「晴れ」で宜しくお願いいたします。

千葉県 やす セレナ ライダーハイパフォーマンススペック
毎年楽しみにしております、最近同じ型のセレナを見る事が減ってきたように感じますがまだまだ元気

一杯です。

東京都 nao@tokyo セレナ ライダーハイパフォーマンススペック

AUTECHさん　30周年おめでとうございます！

記念すべき年の里帰りミーティング

今年も目いっぱい楽しみたいと思います。参加される皆さんスタッフの皆さんよろしくお願いします！

埼玉県 チョット セレナ ライダーパフォーマンススペック 今年も楽しみにしています！

埼玉県 ミーさんパパ セレナ ライダーパフォーマンススペック

前回は、圏央道の渋滞に巻き込まれて時間に間に合いませんでした･･･。

今回はリベンジを果たすべく、再度参加させて頂けるとうれしいです。

参加した際は、前回以上に楽しみたいと思います。宜しくお願いします。

神奈川県 AC☆ セレナ ライダーパフォーマンススペック

今年で4回目の参加になります！

普段からお会いしてる方、年1回しかお会い出来ない方、今年も大磯でお会い出来るのを

楽しみにしています（＾＾）ｂ

神奈川県 つばてぃ セレナ ライダーパフォーマンススペック

30周年おめでとうございます！

前回は初参加のため要領がわからずあっという間に終わってしまったので、

今回はじっくり楽しませてください！！

静岡県 ショウイチ セレナ ライダーパフォーマンススペック
今年は絶対参加します。

天候に恵まれればいいなぁ(^^)

千葉県 Lycee@らいだー セレナ ライダーパフォーマンススペック 去年は参加出来ませんでしたが、今回は必ず行きたいです(｀・ω・´)

千葉県 おさるのセレナ セレナ ライダーパフォーマンススペック
初参加となります。

要領がわからないので、よろしくお願いいたします。
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東京都 TAKA セレナ ライダーパフォーマンススペック
今年も是非参加させて頂きたいです。

宜しくお願い致します。

茨城県 カリリ軍曹 セレナ
ライダーパフォーマンススペック

ブラックライン

今年も行くぜ～～

皆さんよろしく！！

茨城県 もっちゃんライダー セレナ
ライダーパフォーマンススペック

ブラックライン

昨年は当日体調を崩してしまい残念でした。

今回こそは体調を万全にして再度参加させていただきます。

神奈川県 てつろー セレナ
ライダーパフォーマンススペック

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
ライダーパフォーマンススペック

ブラックライン

３０周年記念おめでとうございます。

今年はボレロA３０、C２７が出る記念すべき年であり、是非とも参加させて頂けた際は、

宜しくお願い致します。

神奈川県 まーちゃんパパ セレナ
ライダーパフォーマンススペック

ブラックライン

昨年、一昨年と楽しく過ごさせて頂きました。

子供も毎年楽しみにしております。今年もよろしくお願いします。

静岡県 daisuke5523 セレナ
ライダーパフォーマンススペック

ブラックライン
今年も参加できることを楽しみにしています！

静岡県 まさくん セレナ
ライダーパフォーマンススペック

ブラックライン
今年もよろしくお願いします。

山梨県 もりもん セレナ
ライダーパフォーマンススペック

ブラックライン

2年ぶりの参加です！今年は娘を連れて参加します( ^ ^ )/■

皆様にお会いできるのを楽しみにしています！当日晴れますように！よろしくお願いします！

神奈川県 SSO セレナ
ライダーパフォーマンススペック

ブラックライン
宜しくお願い致します。

神奈川県 いくみ＆のぞみパパ セレナ
ライダーパフォーマンススペック

ブラックライン
子供が楽しみしており今年もぜひ参加したいです。家族サービス中心で～す！。

神奈川県 セレダー セレナ
ライダーパフォーマンススペック

ブラックライン
今年もよろしくお願いします。

山梨県 かみかずぷらす。 セレナ ライダープラス 初めて参加します。宜しくお願い致します。

茨城県 Ria セレナ ライダーブラックライン

昨年、初参加させていただきました(*^^*)

セレナさんにとっても私にとっても、楽しい一時を過ごすことが出来ました♪

また今年も参加したいと思い、エントリーしました！宜しくお願いします(｀･ω･´)ゞ☆

新潟県 こてつ セレナ ライダーブラックライン

神奈川県 takashi55 セレナ ライダーブラックライン 今年で三回目となりますよろしくお願いします

神奈川県 えまるーた セレナ ライダーブラックライン
今回初参加のえまるーたと申します。セレナC26後期ライダーにIMPULリアウイングが目印です。皆

様のカスタムを色々と勉強させて頂きたいと思いますので宜しくお願い致しますm(_ _)m

神奈川県 おやじライダー セレナ ライダーブラックライン
子供のころから日産車のファンです！　オーテック車を初めて購入し、参加したくて仕方がありません、

お願いします！

神奈川県 はるとこのかパパ セレナ ライダーブラックライン

今年からセレナライダーのオーナーになり、このイベントを知りました。

少しずつカスタマイズしています。

イベントを通して、家族にも車の良さに触れてもらいたいです。

静岡県 yasu/ セレナ ライダーブラックライン

3回目の里帰り

今まで人見知りしてましたが、今年こそ沢山の方と絡みたいです。

よろしくお願いします。

長野県 hirosuke セレナ ライダーブラックライン
昨年は、仕事の都合で参加できませんでしたが、今回是非参加させて頂きたいと思い応募致しまし

た。参加できる事を家族共々楽しみにしております。宜しくお願い致します。

千葉県 あおかい セレナ ライダーブラックライン よろしくお願いします！

埼玉県 けんいち0315 セレナ ライダーブラックラインZZ 今年は遅刻せず参加したいです！！！

岩手県 dera@32AXIS ティアナ アクシス
今年で7回目の里帰りになります。

ド田舎者ですがよろしくお願いします ﾟ+.ﾟヽ(*＞∇＜)ﾉﾟ.+ﾟ♪

山形県 AXIS ティアナ アクシス 色々参考にしたいので、よろしくお願いします。

神奈川県 bogey ティアナ アクシス
オーテック創立30周年おめでとうございます。

今年のAOG湘南里帰りミーティングは、盛り上がりますね!楽しみにしています。
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東京都 Matt@1/24 ティーダ アクシス

父がE25キャラバンライダーに乗っている時に、祖父、祖母、母用にと購入し、遂に僕も乗る事ができ

るようになりました。将来はオーテックに就職希望です！

家族揃ってオーテックファンです！

広島県 エッチデーデー デイズ ボレロ
２年連続２回目の参加ができれば・・・と思っています。今年は去年会場に展示されていたデイズボ

レロで参加します。遠来賞が受賞できればいいなぁ～。

岐阜県 canbe9821 デイズルークス ライダーブラックライン

東京都 岩(がん)ちゃん デイズルークス ライダーブラックライン デイズルークスでは、初めての参加です。同じ車、たくさん来るといいな・・・。

神奈川県 ヒロ閣下 デュアリス クロスライダー
昨年入会してから、この日を待っていました！

イベント楽しみです。よろしくお願いいたします。

千葉県 ミッチイ デュアリス クロスライダー 今年も里帰り楽しみにしています

東京都 ウメッシュ デュアリス クロスライダー 楽しみにしています。

東京都 ジンズー デュアリス クロスライダー
ほぼノーマルでクロスライダーライフを楽しんでおります。自分の愛車を見て頂きたい、というより色々な

オーテック車を見られるのが楽しみです。

神奈川県 R50 テラノ アストロード 納車から20年。これからもがんばって乗り続けたい。

神奈川県 まやちー テラノ アストロード
初参加、楽しみです。

他の方のクルマを観るのも楽しみにしてます

埼玉県 new hiro ノート アンシャンテ
ソニックブルーカラーの日本に、ただ一台のＮＯＴＥｎｉｓｍｏを是非、皆さんに観てもらい

親交を深めたいと思っています。

埼玉県 E-PP12 ノート エアロスタイル 昨年は遅刻で車種別駐車ゾーンに入れませんでしたが，今年は遅刻せずに参加したいです！

愛知県 manamix3150 ノート ニスモ
昨年初参加して楽しかったので今年も参加させてください。

付き合いの悪くなった息子もこのイベントには付き合ってくれるので是非！

埼玉県 はっし ノート ニスモ
ノートニスモに乗ってます！

里帰り初参加です。よろしくお願いします(^^)

神奈川県 きゅに ノート ニスモ

神奈川県 ジョー ノート ニスモ

神奈川県 ターカー ノート ニスモ

神奈川県 てぃーのすけ ノート ニスモ
昨年初参加させて頂き、今年もぜひ参加したいです！！

よろしくお願いします！！

神奈川県 はやまろ。 ノート ニスモ
自分の愛車では初参加ですが、

是非よろしくお願い致します。

神奈川県 やまつよ ノート ニスモ

静岡県 ランちゃん ノート ニスモ
ニスモオーナー2年目で、オーテックミーティングには初めて参加します。

みんなで楽しい1日を過ごしましょう！

千葉県 ケイセイパンダ ノート ニスモ

茨城県 あー ノート ニスモS はじめて参加します。よろしくお願いします。

京都府 きなこ ノート ニスモS
１２ＳＲ，キューブライダーに続き、三台目のＡＵＴＥＣＨ車オーナーになりました。久しぶりの参

加申し込みですが、同じＡＵＴＥＣＨ乗りの皆さまと楽しい時間を過ごせたら良いなと思います。

京都府 てつや＠京都 ノート ニスモS
初参加の2015年

楽しかったです！今年もよろしくお願いします♪AUTECH 30周年！みんなで祝いましょう！

群馬県 ナオキ２３ ノート ニスモS
去年は参加出来ませんでした

今年こそ参加したいです

埼玉県 じゅんたん@NNS ノート ニスモS
里帰りミーティングは、初参加になりますので、宜しくお願いしますm(_ _)m

情報交換出来るといいな(≧∀≦)

埼玉県 デネブ ノート ニスモS

息子の小学校最後の運動会も仕事で顔を出せなかったので

せめても罪滅ぼしではありませんが、今回のイベントに参加させていただき、親父と息子の思い出が

作れたらと思い応募しました。AOGには入っていますがIDがわからず申し訳ありません。
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埼玉県 マサ ノート ニスモS よろしくお願いします(=ﾟωﾟ)ﾉ

埼玉県 やっくん＠音楽寅さん ノート ニスモS
去年は諸事情により不参加になってしまいました。ノートに乗り換えて初のイベントになりますのでよろ

しくお願いします

山梨県 よぉ ノート ニスモS

念願のノートニスモSを購入しました。

参加資格が得られたので是非参加させていただいて他のオーテック車オーナー様と

交流をはかりたいです。

神奈川県 1103 ノート ニスモS 今年もよろしくお願いします。前回にも増して、ノート ニスモの仲間が出来ると、期待しております！

神奈川県 BLACK GALE ノート ニスモS

初参加です！昨年R33から乗り換え、モタモタしていて前回は参加できず。

初オーテックオーナーでもあり、多くの方々の車を直に見て参考にしたいと思います。

よろしくお願いします！

神奈川県 furucyon ノート ニスモS 初参加なのでとても期待してる

神奈川県 hiro3 ノート ニスモS
楽しみにしています。

よろしくです。

神奈川県 Jet stream ノート ニスモS S15オーテックバージョンに乗ってた頃から参加したかったのですが、今回初エントリーになります。

神奈川県 korosuke ノート ニスモS
毎年里帰りでしか会えないメンバーと再会出来るのが楽しみです。

今年こそは、玉入れでセレナチームに勝ちたい（笑）

神奈川県 KUMA⑫ ノート ニスモS
初参加です！

抽選当たりますように☆

神奈川県 Ricky ノート ニスモS
GT=Rオーテックバージョンに乗っていたときに参加したかったのですが予定が合わず、参加できていま

せんでした。今回、車は変わりましたが初めて参加します。よろしくお願いします。

神奈川県 いっちゃん ノート ニスモS
今年も参加したい。

前回は、緊張して他の参加メンバーと話しも出来ませんでしたので色々事を話したい!!!!!

神奈川県 きゅーず ノート ニスモS

昨年8月に契約していましたが、申し込み期間中にナンバーが間に合わず、昨年は申し込むことがで

きませんでした。一年待ってようやく申し込むことができましたので、ぜひ参加して、オーテック車オー

ナーの皆さんと情報交換等させていただきたいと思います。

神奈川県 とどけん ノート ニスモS 前年度急遽用事が入りキャンセルをしてしまったので、今回は絶好参加したいと思いました！

神奈川県 ひろさん ノート ニスモS 2回目の参加となります。よろしくお願いします！

神奈川県 ひろ志@神奈川 ノート ニスモS
8年ぶりの参加になります*\(^o^)/*

子供達も独立したので趣味のクルマに乗り換えサーキット走行等楽しんで走っています。

神奈川県 ペトリー多角形 ノート ニスモS 初参加ですが、よろしくお願いします！

神奈川県 まみー ノート ニスモS 最近街中でもよく見かけるようになったノートnismos 同じ車を乗る人と仲良くなりたいです！

神奈川県 川くま ノート ニスモS
昨年に引き続き、今年も参加したくよろしくお願いいたします。

（IDを忘れてしまいました。）

千葉県 kuro ノート ニスモS よろしくお願いしますー。

千葉県 そよ ノート ニスモS 初参加です。よろしくお願いしますー。

大阪府 ハリマオＺ３4 ノート ニスモS
2回参加して自分の年中行事になりました。今年はどんなイベントが待っているのか楽しみです。今

年こそ玉入れで勝ちたいと思います。

大阪府 ぽちゃお ノート ニスモS
オーテック30周年記念ということもあり、この盛大なイベントに参加できればなと思っています！

また、全国から集まるオーテック車を見れるのも、とても楽しみにしています！

東京都 たけろー ノート ニスモS 楽しみにしてますのでよろしくお願いします

東京都 ぷー ノート ニスモS 1度参加してみたく、ようやくオーテック車オーナーになれたので、是非とも参加してみたいです！

栃木県 384Racing ノート ニスモS

試乗した時に以前乗ってた12SRを操ってた楽しい走りの感覚が蘇り6年ぶりに3ペダルに戻る決意

をして購入しました。今の恋人がマーチnismo Sを乗っており向こうの車両と一緒に参戦できればと

思ってます。

栃木県 天然 ノート ニスモS 今まで参加したことないので、是非宜しくお願いしますΣ(･ω･ﾉ)ﾉ！
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神奈川県 RIDER23 ノート ライダー 昨年に続き2回目の参加となります、よろしくお願いします。

神奈川県 うっちー ノート ライダー 3年ぶりに参加できるかな…

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

シルバーノート号との生活も3年目になりました。里帰りＭＴＧの参加も今年で3度目になります。

里帰りＭＴＧは自分の中で一大イベントですので、とても楽しみにしております！

今年もダッシュボード上に色々な物を展示させて頂く予定ですので、進化したシルバーノート号と共に

皆さんに見て頂けると嬉しいです。

東京都 かっぴー ノート ライダー 今年も参加させてください。

福島県 mayuki ノート ライダー
もし納車が間に合えばマーチボレロA30で行きます!

参加する皆様よろしくお願いします。

兵庫県 とみっち ノート ライダー
昨年に引き続き今年も応募します。

30周年なのでぜひ参加したいです。

神奈川県 となりのウォンバット ノート ライダーハイパフォーマンススペック
今年も楽しみにしています。

自作のBB君も連れて行く予定

東京都 ひでろー ノート ライダーブラックライン
去年は、東名の渋滞にはまって時間に間に合わなかったので、

今年は間に合う様に早めに出発しますよ～

千葉県 新撰組 パルサー VZ-R N1

東京都 KUNIちゃん フェアレディZ TYPE-G 今年も皆様にお会い出来る事を 心より楽しみしています。

埼玉県 トモZ フェアレディZ ニスモ

神奈川県 kashiwai フェアレディZ ニスモ

神奈川県 ケンタ１ フェアレディZ ニスモ
今回、知人に誘われて初めて参加します。初めてなのでどういう内容かわかりませんが楽しみにしてお

ります。よろしくお願いします。

千葉県 みみ蔵 フェアレディZ ニスモ 昨年は参加出来なかったので、今年は大変楽しみにしています。

栃木県 Z34@NISMO フェアレディZ ニスモ
今年の里帰りミーティングへの参加が楽しみです。

当たりますよーに！！

福島県 さくともさん フェアレディZ ニスモ
初めて参加します。まだ、フェアレディZに乗って間もないのもあり、Zに乗ってる皆さんと交流をしたいと

思っています。宜しくお願いします。

兵庫県 S☆Witch フェアレディZ ニスモ
今年も参加出来ればうれしいです。

よろしくお願いします。

岩手県 めりすけ プレサージュ ライダーS

去年は黒いプレサージュで参加させていただきましたが、今年は白いプレサージュ（3.5、ライダーS）

でお邪魔します♪ここ数年里帰りMTGは家族で上京して羽を伸ばす家族イベントとなっています。

お久しぶりの方もはじめましての方もお会いできることを楽しみにしております！

埼玉県 ともちゃん プレサージュ ライダーS

恒例の里帰りミューティングの季節がやってきました。

まだ２回しか参加していませんが、すっかりイベントに魅了されました！

今年も是非伺いますので宜しくお願いします。

山形県 マコ坊 プレサージュ ライダーS

久しぶりの里帰りミーティング参加です。

今年は30周年ということで今から楽しみにしています♪

ＡＯＧスタッフの皆様・参加の皆様 当日は宜しくお願い致します。

【時期的に初雪の季節なので、峠越えがちょっと心配です…】

神奈川県 こーいち プレサージュ ライダーS
家族みんなで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 もっち プレサージュ ライダーS
毎年楽しみにしているイベントです！

今年も参加出来ると嬉しいです！

神奈川県 大統領 プレジデント ロイヤルリムジン

場違いかもしれませんが、宜しくお願い致します。

G50プレジデントが大好きでソブリンも所有していますが、最高峰ロイヤルリムジンを探しまくって

ようやく所有することができた今はシアワセな毎日です（笑）一生の宝物です♪

埼玉県 モミアゲ君 ホーミー タクシーレンタカー 宜しくお願い致します。
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愛知県 yasuSR マーチ 12SR 宜しく御願い致します。

愛知県 てる@愛知 マーチ 12SR オーテックジャパン３０周年おめでとうございます！

愛知県 ヨシ、タケ マーチ 12SR 今年もよろしくお願いします！

愛知県 王将 マーチ 12SR
初の応募となります。

オーテック車両をたくさん見られる貴重な機会です。是非参加したいです。よろしくお願い致します。

宮城県 テツ12SR マーチ 12SR 皆様今回もよろしくお願いします

群馬県 AKI マーチ 12SR 今年もよろしくお願いします。

群馬県 亀兎 マーチ 12SR
12SR最終型スポレス仕様に乗ってます♪

年に一度の集会なので皆様にお会い出来るのが凄く楽しみです！

群馬県 達氏 マーチ 12SR 初参加です。宜しくお願いします♪

埼玉県  まあち(￣(エ)￣) マーチ 12SR

同行者が予定より減るかもしれませんが参加希望です！

ワークスチューニングサーキットデイで、ボレロRちゃんに何度か遊んでもらいました。

リフレッシュしたので是非参加したいです。

埼玉県 AK12SR マーチ 12SR 30周年記念里帰り、例年以上に楽しみにしていますよ！

埼玉県 momi マーチ 12SR
昨年に続き参加させて頂きます。

宜しくお願いします。

埼玉県 ほずみ マーチ 12SR

AOGメンバーの父に連れられ、小学生の頃に2006年の里帰りミーティングに参加しました。今年は

免許を取ったので、初めて自分の車で、父と二台で参加したいと思っております。よろしくお願いしま

す。

埼玉県 まーち大使 マーチ 12SR
みなさん、よろしくお願いします。

オーテック30周年　里帰りイベントを楽しみたいです。

埼玉県 ユウタイ マーチ 12SR
インパル顔の銀のマーチ乗りです。昨年よりも色々と違った感じに仕上げました。当日は皆さんと並べ

られるのを楽しみにしております。よろしくお願い致します。

三重県 tkg-beat マーチ 12SR
昨年参加させていただき、アットホームな感じが心地良く今年も参加させていただきます。　（特に）

三重方面から参加の方、よろしくお願いいたします。

山梨県 ＮＯＩＳＹ マーチ 12SR
今年の里帰り

サプライズを期待しています

神奈川県 kazoo マーチ 12SR
里帰り参加、当たれば通算5度目となります記念すべき(笑)。

また今年もよろしくお願いいたします(｀・ω・´)

神奈川県 show マーチ 12SR
昨年6月に12SRを手に入れて、里帰りミーティングが終わった後にこのイベントのことを知ったので、

今年は是非参加してみたいです！

神奈川県 こうすけ マーチ 12SR 今年は3人+特製レザーウォレットと共に参加させていただきまーす。

神奈川県 タロネス マーチ 12SR 宜しくお願いします。

神奈川県 ふみぱぱ マーチ 12SR 今回マ－チでの参加楽しみしています。

神奈川県 マーチサポ マーチ 12SR

マーチ 12SR ホワイトパールの中期スポイラーレス仕様なので、これからもこの仕様で、シブく乗って

行こうか迷いに迷いましたが、やっぱり憧れで、念願だった仕様に変更しました！

アットホームなオーテックファミリーのみなさん、今年もよろしくお願いします！

神奈川県 もりもり マーチ 12SR
昨年は残念ながら参加できませんでしたが、

皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。

神奈川県 普通のマーチ マーチ 12SR １年ぶりの参加です。どうぞよろしくお願いします。

静岡県 barnard マーチ 12SR
車齢を重ねるごとに、益々そのフィーリングに魅力されています（笑）

今年も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。

静岡県 くろのえすあ～る マーチ 12SR
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静岡県 こんちゃん マーチ 12SR 今年も参加！まだまだ乗りますよ～♪

静岡県 そで マーチ 12SR
今年は迷子wになる前に、全国のオーテックオーナーさんと3年連続優勝？をサポートしたオーテック

さんとでお祝いしたいです！！

静岡県 双月 マーチ 12SR

はじめて大きなミーティングに参加させていただきます。

この機会に、12SR乗りの皆さんをはじめ、多くのオーテックオーナーさんと情報交換などの交流ができ

ればいいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

千葉県 23 マーチ 12SR
オーテック創立30周年おめでとうごいます！

みんなでお祝いしましょう♪

千葉県 きぃのすけ マーチ 12SR 昨年は大渋滞で遅刻してしまったので今年こそはちゃんと参加したいのでよろしくお願いします！！

千葉県 ぷ～やん♪ マーチ 12SR 是非参加したい。

千葉県 マチライブ マーチ 12SR
100パーセント行く気満々なんでよろしくお願いします。

ボレロも気になっていまして、間近で見れたら、うれしいです。

東京都 Takayuki@12SR マーチ 12SR
１２ＳＲに乗り始めて８年が過ぎましたが、まだまだ楽しくて仕方ありません。

オーテックの車両はどれも個性的ですから、皆さまにお会いできるのを楽しみにしております。

東京都 wiggler マーチ 12SR 今年もよろしくお願いいたします！

東京都 おね旦 マーチ 12SR 初参加です。当選すれば・・・の話ですが、楽しみにしています。

栃木県 はーさん マーチ 12SR

北海道 にっしー マーチ 12SR 9月から北海道に転勤になりました。フェリーで里帰りします！

愛知県 モン吉 マーチ 15SR-A 今年も皆様宜しくお願い致します！

岩手県 たまちゃん マーチ 15SR-A 楽しみにしてます。

兵庫県 つよちゃん マーチ アンシャンテ 今年もこのマーチです(^^;

群馬県 はーちゃん マーチ ニスモ

初めてのマイカーでマーチNISMO Sを買って楽しさに目覚め、NISMOロードカーを通じてノート

NISMO S乗りの彼氏も出来ました。そして二人で里帰り出来るこの機会を待ち望んでいました。

みなさんよろしくお願いします！

埼玉県 とちお マーチ ニスモ 毎年、オーテック車を見るのが楽しみです。よろしくお願いします。

埼玉県 トレボー マーチ ニスモ
今年も、オーテック里帰りミーティング楽しみにしております。

皆さん、宜しくお願い致します

神奈川県 なかのともあき マーチ ニスモ 去年このイベントの事を知り今年は参加したいと思ってました！

静岡県 浜ちゃん マーチ ニスモ
今年登録しました。

マーチニスモは買ったばかりですが、ぜひイベント参加したいです。

東京都 みきみき マーチ ニスモ
参加出来ますように！

よろしくお願いします。

愛知県 いのまる マーチ ニスモS
今まで、Z33_TYPE G、E11_NOTEライダー とオーテック車に乗り継いできましたが、初の参加申

し込みです。宜しくお願いします。

愛知県 どら＠ マーチ ニスモS 周年祭のナニカを期待して～、久しぶりに参加申し込みをしてみました。

愛知県 ヒットン マーチ ニスモS
初めまして、愛知県からの参加です。

よろしくお願いします。

茨城県 k.n.k13 マーチ ニスモS
初めてなので是非参加したいです！

よろしくお願いします！

岐阜県 Kiki マーチ ニスモS
車両入れ替わりましたが、引き続きのオーテック車購入となりましたので、

今年もお誘いして頂けることを楽しみに待っています。年式　2016年です。

群馬県 AKGキヨP マーチ ニスモS
去年初めて参加させて頂いていろいろ参考になりました。

今年も参加したいと思い申し込みさせていただきました。よろしくお願いいたします。
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群馬県 Rabbit_s マーチ ニスモS

マーチNISMO Sに乗っています。

妻がメインで乗っていますが、時々拝借して走りを楽しんでいます。

普段はリーフに乗っていますが、リーフとマーチの違った走りを楽しんでいます。

同じ車に乗られている方と情報交換をしたいと思います。

埼玉県 たつ マーチ ニスモS 当日、会えた時はよろしくお願いします。

埼玉県 ひろっし～ マーチ ニスモS
３０周年おめでとうございます。

去年参加できなかった分、今年は存分に楽しみます！！

神奈川県 michi maru マーチ ニスモS 初参加ですが、　宜しくお願いします。

神奈川県 toshi42 マーチ ニスモS 去年仕事の都合で不参加でしたのでご無沙汰しておりますが宜しくお願い致します。

神奈川県 おりだぁ マーチ ニスモS
初めて応募します。

少しだけ個性を出してみた仕様になります！よろしくお願い致します！

神奈川県 てぃーじぇい マーチ ニスモS 今年も是非参加したいので宜しくお願いします。

神奈川県 ﾑｰﾊﾟﾊﾟ マーチ ニスモS
今まで参加したことがないので、是非、参加してみたいです。

よろしくお願いしますm(__)m

神奈川県 やすお マーチ ニスモS 2ワン連れて歩いています。柴犬はそっとしておいてください。シェルティはぜひ遊んであげてください。

静岡県 ちゃむたろす マーチ ニスモS
マーチさん、初めての里帰りです。同じマーチ乗りさんと色々交流したいです！よろしくお願いいたしま

す。

静岡県 ひでさん マーチ ニスモS

オーテックジャパンさん創立30周年おめでとうございます。

私がAUTECHさんと初めて関わったのは12SRを購入した2007年1月でした。

そこからクロスライダー・K13改と約10年をAUTECH車と共に過ごしています。

AUTECH車を通じて掛け替えの無い仲間もたくさん作ることができました。

里帰りミーティングも今回で8回目、私も家族も毎年のルーティンイベントです。

静岡県 りょーちん マーチ ニスモS 初めて申し込みました。見た目がアレな車ですがよろしくお願いします＼(^o^)／

千葉県 5523 マーチ ニスモS
マーチボレロA30で参加したかったのですが外れてしまいましたので、

引き続きマーチ nismo sで参加させて下さい。

千葉県 Dandybubu マーチ ニスモS 初めてなので、どんなミーティングか、楽しみです。

千葉県 かよっちゃん マーチ ニスモS

千葉県 スーさん マーチ ニスモS
今年も参加させて下さい。とても楽しみです。昨年の玉入れは、五十肩で苦労しましたが（痛くて涙

がにじんだ）、今年は頑張ります。

東京都 toshi2312 マーチ ニスモS
今年初めて参加します。マーチニスモに乗っている人を街中であまり見かけないので、このイベントで

仲間を見つけていろいろなお話を聞ければと思っています。

東京都 あっきー マーチ ニスモS 前回よりさらに進化してるので、お楽しみに！

東京都 とうきちろう マーチ ニスモS よろしくお願いいたします。

東京都 なかちゃん マーチ ニスモS

30周年おめでとうございます。昨年初めて参加して、大変楽しく過ごさせていただきました。今年もぜ

ひ参加させてください、よろしくお願いいたします。

SUPER GTも３連覇！応援してます！

東京都 昭和の走り屋 マーチ ニスモS
今年もよろしくお願いします。

AOGのIDがわからなくなりました。

東京都 妖しの マーチ ニスモS

今年９年目を迎えた１２ＳＲを手放しこのニスモＳを購入しました。

１２ＳＲ・ニスモＳ共に素晴らしい車で人生を共に歩んでいける事を嬉しく思っています。

オーテックさん誕生３０周年にあたる記念の年に是非とも参加したく応募しました。

オーテック車両にお乗りの皆さんと共に楽しいひと時を過ごせたら良いなと思います。

静岡県 おたくおやじぃ マーチ ニスモS30th

埼玉県 たんご マーチ ボレロ
今年はいろいろあって参ってますが、また参加して皆様から元気をわけでもらいたいです！よろしくお

願いいたします。

東京都 red_rose マーチ ボレロ
毎年お会いしているボレロオーナーさんご夫妻とお会いしたいです。同じ車種のオーナーさんやほかの

車種のオーナーさんとお話し出来るように頑張ります。



都道府県 ハンドルネーム 車名 仕様 コメント

岡山県 セブンかしわじま マーチ ボレロA30

以前から里帰りミーティングは、ブログ等で拝見していたので楽しみにしていました。

まだ納車待ちの段階ですが、参加申し込みさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

群馬県 だーいっ マーチ ルンバ 今年免許を取得し、初めての愛車にこの車を選びました。初めましてですがよろしくお願いします。

千葉県 タムラーノ ムラーノ モードビアンコ

東京都 ナナクニ モコ エアロスタイル 宜しくお願い致します。楽しみにしております。

神奈川県 ショウさん ラフェスタ ライダー はじめての参加楽しみです。

神奈川県 巨峰サワーひとつ ラフェスタ ライダー 玉入れの練習始めます。肩が50肩です。

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 ２回目の参加になりますが、よろしくお願いします。

宮城県 くま2315 リーフ エアロスタイル

30kwリーフで、参加できるのを楽しみにしてます。

約450km、３回の充電(安達太良、都賀西方、厚木)で、十分です。

初期型からのリーフの進歩を、実感してます。

ぜひ、リーフ・RCみたいな、スポーツタイプに乗ってみたいです。

ちなみに、年式は２０１６年です(^0^)

神奈川県 チャッピー＆エミー リーフ エアロスタイル 楽しみにしています。

静岡県 カノ＆ハルトのパパ リーフ エアロスタイル
今年は、どのクルマで参加しようか迷いましたが、一番エコなクルマで登録することに決めました。

前々回、リーフは私だけだったので仲間が増えることも期待しています

神奈川県 キン太 レパード オーテックリミテッドタイプＬ
保安部品が廃盤となりつつあり、来年５月の車検が通るか。。。。

今年が最後の参加になるかもしれません。


