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日本アマチュア無線連盟 

住所:  大塚 HT ビルディング 

  43-1 南大塚三丁目 

  豊島区, 東京 

  170-8073, 日本国 

電話番号:     +81-3-3988-8753 

ファックス番号:+81-3-3988-8772 

電子メールアドレス: mailto:intl@jarl.org 

  

  2015年のIARU 第三地域 ARDF 選手権大会は、日本の群馬県渋川市で開催され

ます。  渋川市は日本の首都東京の北西150kmに位置します。渋川市の地域情報 

http://www2.wind.ne.jp/heso/english/index.html 
 

   成田/羽田空港から開催地までは、バスを用意しました。 私たちは、これらを

10,000円（往復）で提供します。 前もって申し込んでください。  

 開催地域は、バスで成田空港からは約4時間、羽田空港からは約3時間の位置にあ

ります。 

 

   宿泊は群馬県渋川市伊香保の温泉地域です。 伝統的な日本の旅館を用意しま

す。 このホテルでは西洋式のベッドは利用できません。 代わりに布団を用意します。  

部屋にシャワーはありませんが、温泉があります。 情報源として次のウェブページを

参照ください。 山陽ホテルは今回用意しようとしているホテルの一つです。 このウェ

ブで大会期間の宿泊の予約する必要はありません。 

 http://www.booking.com/hotel/jp/sanyo.html?aid=330843;lang=en 

  この期間の天候は安定です。 おおむね晴れで、気温は18-24℃です。 

 

  いずれの競技エリアも宿泊場所からバスで約30分のところにあります。 競技エリ

アはほとんどは森で海抜600-700mです。 

 
 
 

開催地 

天気 

地勢 

開催地までの移動方法 

宿泊 

主催団体 

mailto:intl@jarl.org


  9月6日(日) - 到着、受付 

  9月7日(月) – 練習、開会式  

 9月8日(火) – クラッシック第一競技、表彰式 

  9月9日(水) – スプリント、表彰式  

  9月10日(木) – クラッシック第二競技、表彰式 

  9月11日(金) – フォックス - O - リング、 表彰式、閉会式、バンケット 

  9月12日(土) ‐ 出発 

 

A) 競技者およびチーム役員のトータルパッケージ: 

6月15日までに支払う場合 - 70,000 円。 

6月16日以降6月30日までに支払う場合 － 77,000円 

9月6日の夕食から12日の朝食。 6泊の宿泊、ホテルから競技エリアまでの移動費、

競技費、バンケット費を含みます。 

 

B) ビジターのトータルパッケージ： 

6月15日までに支払う場合 - 60,000 円。 

6月16日以降6月30日までに支払う場合 － 67,000円 

9月6日の夕食から12日の朝食。 6泊の宿泊、ホテルから競技エリアまでの移動費、

バンケット費を含みます。 

  

C) 移動費 

 10,000円, 

空港 ( 成田空港および羽田空港)からホテルまでバスの往復。: 

本大会では、次のようにカテゴリーとエントリー人数を設定します。  

女 性(W)  男 性 (M)              年齢                  

W15     M15     2000年1月1日以降に生まれた女性また は男性  

W19     M19     1996年1月1日以降に生まれた女性または 男性  

W21     M21     年齢不問  

W35      -      1980年12月31日までに生まれた女性  

-       M40     1975年12月31日までに生まれた男性  

W50     M50     1965年12月31日までに生まれた女性 もしくは男性  

W60     M60     1955年12月31日までに生まれた女性 もしくは男性  

-       M70     1945年12月31日までに生まれた男性  

  それぞれの団体は、４つの競技を通じてそれぞれのカテゴリーに３名以内の選手

から なる１チームのみエントリーすることができます。 但し、W15/M15および

W19/M19は2チーム目をエン トリーすることができます。  

日付と競技の種類 

参加費および支払い条件 

カテゴリー 



  日本の政府は、訪問者に対しビザを要求します。 情報については次のウェブペー

ジを参照してください。ビザの申請と入手は訪問者の責任です。 我々はそのお手伝

いをします。 

http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html 

 

  いくつかの国からの訪問者はある条件の下でビザが免除されます。  

例外にあたる国（一部抜粋）: 

 (次の国からの訪問者に当たる場合でも、上のウェブページを確認してください） 

 韓国 

 タイ (ICAO 標準のＥパスポートのみ) 

 オーストラリア 

 アメリカ合衆国 

 台湾 (個人のID番号が記載されているパスポートのみ) 

 

  第三地域の ARDF 選手権大会を記念して、大会の前と大会期間中に特別記念局

を運用する計画をしています。 ハムの免許を持っている場合、ゲストオペレータとし

て運用できる可能性があります。  

 

この局を運用できる資格について、次のウェブページとそのページの付録１を参照し

てください。 
 https://www.jarl.org/English/3_Application/A-3.htm#guest 
 

参加意思表示の通知 

  このブリテンの最後に、参加意思表示の通知の用紙があります。 これを記入し、

主催者に 2015年 3月 31日までに返送してください。 

 

原子力発電所の事故の影響について 

  2011年 3月 11日、東北地方を中心とする東日本は、マグニチュード 9.0巨大地震

に襲われました。 最大震度は 7で、この地震により巨大な津波が発生し、東日本の

広い範囲で大きな被害が発生しました。 この震災によって、18,000人以上の尊い人

命が失われました。 震災の発生を受けて、世界中の多くの国と地域の方々からさま

ざまな形で支援していただきました。 日本の人々は、これらの支援に対し、深く感謝

しています。 

 

  この地震によって発生した津波により、東京電力の福島第一原子力発電所では、

炉心溶融を伴う原子力事故が発生しました。この事故は、国際原子力事象評価尺度

重要なお知らせ 

特別記念局 

ビザについて 



（INES）でレベル７に分類されていることから、海外から訪日される皆さんにご心配を

おかけしましたが、現在では事故現場の周辺のごく一部の地域を除き空間線量は正

常な値であり、日本国内で流通している農作物などの食料品を含め、健康には問題

ありません。 「安心して日本を旅行していただくために」と題した日本政府（観光庁）

が作成した冊子を紹介しますので参考にして下さい。英語・中国語・韓国語・ドイツ

語・フランス語で書かれています。 

 

  どうぞ、安心して日本へお越しください。 

 

English: http://www.mlit.go.jp/common/000226526.pdf 

Chinese (Simplified): http://www.mlit.go.jp/common/000226529.pdf 

Chinese (Traditional): http://www.mlit.go.jp/common/000226528.pdf 

Korean: http://www.mlit.go.jp/common/001011783.pdf 

German: http://www.mlit.go.jp/common/000226531.pdf 

French: http://www.mlit.go.jp/common/000226530.pdf 

 

次回のブリテン 

  ブリテン２は 2015年 ４月末に発行予定です。 

http://www.mlit.go.jp/common/000226526.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000226529.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000226528.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001011783.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000226531.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000226530.pdf


第10回 IARU 第三地域 ARDF 選手権大会 

2015年9月6日－1２日、群馬県渋川市、日本 

参加意思表示通知 

私たち: 
(団体の完全な名前)                                                (公式省略名) 

 

 

は、2015年９月6日－12日日本の群馬県で開催される第10回 IARU 第三地域 

ARDF 選手権大会に参加する意図があり、申請したいと思います。 我々の団体の

代表は以下のもので構成します。: 

1. 選手の数:                                  

                                   (1)                          

2. 役員の数 (競技者でない場合): 

        (2)                          

3. ゲスト/ビジターの数: 

        (3)                          

この大会に参加する合計人数 (1) + (2) + (3) : 

     (1) + (2) + (3)                           

選手権大会の連絡担当者（JARLとの連絡の責任者）: 

 (名前 姓名)                                     (コールサイン) 

 

 

電話番号(国番号およびエリア番号を含む): 

ファックス番号(国番号およびエリア番号を含む): 

電子メール: 

団体の代表として:   
(名前、 姓名、団体での地位、署名) 

 

日付: 

 

この参加意思表示の通知を記入し返送してください（JARL宛、2015年3月31日まで）

あて先:  日本アマチュア無線連盟 

住所:     大塚 HTビルディング, 

             南大塚 3丁目 43-1, 

             豊島区、東京都  

             170-8073, 日本国 

電話番号: +81-3-3988-8753 

ファックス番号：+81-3-3988-8772 

もしくは (好ましくは) Eメールで: intl@jarl.org 

日本アマチュア無線連盟 (JARL) 


