【正会員限定】 BMW Club M Faszination Day

■ 開催日時：2020 年 12 月 12 日（土） 8:00 ～ 16:30 （ゲートオープン 7:00）
■ 会場：ツインリンクもてぎ 栃木県芳賀郡茂木町大字桧山１２０－１ https://www.twinring.jp
■ 主催：BMW ジャパン

■協力：BMW Club Japan

常日頃、正会員の皆様には、BMW アンバサダーとして、ご活動・ご協力をいただき、ありがとうございます。
クラブではこの度、BMW ジャパンの多大なるご厚意をいただき、「駆け抜ける歓び」を堪能できる、熱く、
エキサイティングなイベントを下記のとおり開催致します。
BMW ジャパンでは国際サーキットでもあるツインリンクもてぎのコースを使い、ニューBMW M5 をはじめとする
BMW M モデルが駆けぬけるイベント、 「M Faszination Day－BMW Motorsport Circuit Experience」 を来る、
2020 年 12 月 12 日(土)に開催することになりました。
クラブとしては同会場におきまして、BMW M の類まれなる性能の体験、ご自身の BMW の優れた走行性能を体験
いただける数々のプログラムをご用意したクラブオリジナルイベントを同時開催いたします。
① マルチコースにおいて、クラブ独自のイベントプログラムを開催（内容最終調整中）
②
③
④
⑤

「パドック内のクラブ占有スペースへの駐車」（クラブ占有のスペースとなります。）
M Circuit DRIVE（BMW ジャパンイベント）参加枠 24 枠（正会員ご本人抽選 24 名となります。）
BMW Club Run スポーツ走行/先導車付走行（クラブ限定の走行枠となります。）
BMW ジャパンの下記イベント
〇MICHELIN Driving Experience BMW.
〇BMW TEST DRIVE.
※以上の 2 イベントはいずれも、当日先着順・抽選等となります。
※各自、クラブ独自のイベントプログラムと時間調整の上、参加をお願いします。

本年は新型コロナウイルス感染症の影響でクラブイベントも自粛してまいりましたが、年末最後にツインリンクもて
ぎにて、BMW の世界を体験できるスペシャルプログラムをご堪能いただければと思います。そして、今年度の最
後にふさわしい、イベントフィナーレ 「BMW Club Run」（クラブ占有走行）では、思う存分、愛車と一体となって駆け
ぬける歓びを味わっていただきたいと存じます。
なお、今後の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の状況により、イベントプログラムの内容変更、イベント自体
の延期や中止となる場合も想定されます。予め、ご了承ください。

BMW Club Japan
Address
1-9-2, Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Telephone
（03）6259-8399
Fax
（03）6259-8499

◆ クラブ イベントプログラムのご紹介
◆ BMW Club Japan マルチコースイベント（最終調整中）
・クラブでマルチコースを貸し切りました。
BMW Driving Experience 五味康隆インストラクターを
お迎えして、クラブ独自のイベントプログラムを開催する
予定です。
★スムーズドライビング
・マルチコース内にてご自身の車でのスムーズ
ドライビングレッスンを予定。
・普段公道では発揮できないご自身の BMW の走りを
堪能ください。
★BMW Club Test Drive
・クラブメンバー独自のニューモデル試乗会です。
・サーキット外周連絡道路にて行う予定です。

■BMM Club Japan マルチコースイベント
2 チームに分け、①、②内容は同一になります。
①

午前の部 09：00-11：30

②

午後の部 12：30-15：00

イベントプログラム
・スムーズドライビング

・BMW Club Test Drive

■M Circuit Drive（24 名抽選）
1 回目

◆ M Circuit Drive（24 名抽選）
・この度、BMW ジャパン様より、24 名枠をいただきました。
・先導車に続きメインストレートを 2 回通過します。
・M モデルによるサーキットドライブです。
・車種は、選択できません。
・サーキット走行の経験有無でグループ分けします。
※24 名を抽選で決めさせていただきます。

M Circuit Drive（当クラブ枠で 6ｘ2＝12 名）
09：00-09：15（ブリーフィング 08：15-08：45）
２回目
M Circuit Driving （当クラブ枠で 6ｘ2＝12 名）
12：30-12：45（ブリーフィング 10：15-10：45）

※集合時刻に遅れた場合は参加できません。
◆ PIT ガレージの車両展示（適時見学できます。）
・歴代 M5 モデル
・BMW Team Studie
・NEW M モデル（ご期待ください。）
◆ BMW Club Run （スポーツ走行/クラブ占有） 16:00～16:30

・ご自身のお車でサーキットをスポーツ走行するクラブランを予定しております。
・スポーツ走行（同伴者同乗不可）と先導車付き走行（同伴者同乗可能）の 2 種からのお申し込みとなります。
・参加車多数の場合、M Circuit Drive(BMW ジャパンイベント) 未参加の方優先とさせていただきます。
※ツインリンクもてぎのルールで走行は 50 台以下となります。
・受理書にて詳細をお知らせさせていただきます。

◆ BMW ジャパン イベントプログラムについて
【公式】「M Faszination Day－BMW Motorsport Circuit Experience」をご覧ください。
イベント公式サイト： https://bit.ly/3f7D12g
※当日会場において、ご自身で、先着順・抽選等によって、お申し込みが必要となります。
MICHELIN

Driving Experience BMW.

BMW TEST DRIVE.

開催時間 9:00～16:00

開催時間 9:00～16:00

MICHELIN タイヤを装着した BMW M340ixDrive にてスーパー

最新 BMW のハンドルを自分で握りレーシングコースの外周

スピードウェイに設けたジムカーナコースでの体験走行を

路を走行。

お楽しみいただけます。

・当日申し込み、先着順で定員になり次第締め切り。・乗車車

・当日申し込み、先着順で定員になり次第締め切り。

種の指定はできません。

・1 台につき 1 名乗車となります。

・ 1 台につき 1 名乗車となります。

■ スケジュール （概略・予定） ※詳細は、受理書にてご案内させていただきます。
07:00
ゲートオープン（当日は「北ゲート」より入場となります）
08:00
第１パドック No25PIT にて受付開始
09:00

イベントプログラム開始
＜各自イベントプログラムへの参加・見学＞
12:00 ～ 13:00 昼食（GT カフェでの昼食券配布を予定）
＜各自イベントプログラムへの参加・見学＞
16:30

イベントプログラム終了（予定）

■ 参加費用
◆ 正会員ご本人 5,000 円（ツインリンクもてぎ入場料金込）
パドックパス・昼食（GT カフェでの昼食券を予定）マルチコースイベント BMW Club Run 走行含む
各イベントプログラムへの参加につきましては、当日、ご自身での総合受付にて、先着順・抽選・受付・
時間調整となります。ご了承ください。
◆ 同伴者（正会員と同乗にて来場される方） 1,000 円/1 名（ツインリンクもてぎ入場料金込）
昼食（GT カフェでの昼食券を予定）

◆ BMW Club Run スポーツ走行

(正会員ご本人のみ) ※同伴者同乗不可

ツインリンクもてぎのサーキットライセンスをお持ちの方、サーキット走行経験豊富な方が、
対象となります。ヘルメット、グローブ、長袖、長ズボンが必要となります。

◆ BMW Club Run 先導車付き走行 (正会員ご本人のみ) ※同伴者同乗可能
先導車付き、追い越し禁止の走行となります。
ヘルメット、グローブ、長袖、長ズボンが必要となります。（お持ちでない方は当日貸し出しを行います）

■ BMW ジャパン枠等でご参加を予定されている方へ
BMW Club Japan 正会員ご本人様で、Web サイトのイベントキャンペーン 48 名枠に当選された方、
地元ディーラー顧客枠等でご参加される方で、BMW Club Japan へお申し込みをされない場合は、
クラブイベントプログラム「マルチコースイベント・BMW Club Run」へはご参加いただけません。
また、両方にご参加の場合は、ご自身で各イベントプログラム参加への時間調整が必要となります。

■【ご注意】
※ ご来場時・受付時には、検温および手指のアルコール消毒等、スタッフの指示に従って、所定の
予防対策をお願いいたします。
※ 37.5 度以上の方は、ご入場いただけませんので、体調がすぐれない、熱・咳があるという方は、
無理をせず、ご来場を控えてくださいますようお願い申し上げます。
また、マスクのご持参とご着用（食事時以外終日着用）のご協力をお願いします。
※ マスクは、同伴者の方を含めご持参・ご着用をお願いいたします。
※ イベント当日、お車は、 クラブ専用指定位置の駐車となります。受理書にてご案内いたします。
※ 遅れてのご来場の場合には、各イベントプログラムには、ご参加いただけません。
■ お申し込み方法
お申し込みにあっては、当クラブの誓約書にご同意いただくとともに、サーキットという特殊な会場での開催イベ
ントとなるため主催である BMW ジャパン、および、ツインリンクもてぎの注意事項・規定内容を遵守していただく
ことをお約束くださいますようお願い申し上げます。また、BMW Group 製の車両以外でのご参加は不可となりま
すので、予めご了承ください。そして、当日、各プログラムに参加するごとに主催者 BMW ジャパンへその都度、
誓約書等の提出が必要な場合があることを併せてご了承いただきますようお願いします。
参加ご希望の方は、申込書・誓約書に必要事項をご記入、署名捺印の上、FAX、郵送、Ｅメール添付（申込書を
スキャン、PDF 等）にて事務局までお申込みください。併せて、参加費用合計を指定の金融機関にお振込み下さ
い。12 月 4 日（金）正午必着とさせていただきます。12 月 4 日（金）正午の時点で参加費のご入金がお済でない
場合は、キャンセルとなりますのでご注意ください。なお、受理書・パドックパスの配信につきましては、お申込
み締切日を目安に順次、配信させていただきます。12 月 9 日（水）以降、受理書がお手元に届いていない場合
は、恐れ入りますが事務局にご確認の電話をお願いいたします。
また、申込み後のキャンセルにつきましては、12 月 7 日（月）正午までに事務局までご連絡をいただきますよう
お願い申し上げます。受理書発送後のキャンセルにつきましては、ご返金できませんので予めご了承ください。
※受理書は、パドックパス等を事前送付する都合上、郵送での発送を予定しております。
■イベント参加費お振込先：
金融機関
三菱ＵＦＪ銀行 青山通支店 （アオヤマドオリシテン）
口座番号
普通口座 0778185
口座名義人 BMW クラブ ジャパン 事務局 北田 徳克
（ビーエムダブリュークラブジャパン ジムキョク キタダ ノリヨシ）
※金融機関によっては（ビーエムダブリュークラブジャパン キタダ ノリヨシ）と表示されることもあります。

■ イベント情報をいちはやくご確認するなら
公式ホームページ ： http://www.bmwclubs.ne.jp
公式フェイスブック ： https://www.facebook.com/BMWClubJapan/
イベント公式サイト ： https://bit.ly/3f7D12g
※イベント詳細が、事情により変更になる場合もございます。上記ホームページ、フェイスブック等を
ご確認いただけますようお願い申し上げます。
■ イベントで撮影された写真・動画につきましては BMW Japan 及び BMW Club Japan、ホームページ、
フェイスブック、各種ＰＲ、自動車専門誌等の雑誌等に記事と共に掲載されることを予めご了承ください。

お問合せ：BMW Club Japan 事務局
〒100-6622 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー
TEL：03-6259-8399
FAX：03-6259-8499
E-mail: info@bmwclubs.ne.jp

FAX to 03-6259-8499

BMW Club Japan 事務局

合計金額をお確かめの上、12 月 4 日（金）正午までにお振込をお願いいたします。なお、申込締切りも 12 月 4 日
（金）正午です。お申込み後のキャンセルにつきましては 12 月 7 日（月）正午までに事務局まで、ご連絡をいただ
きますようお願いいたします。それ以降のキャンセルにつきましては、一切返金いたしかねます

正会員限定 「BMW Club M Faszination Day」 申込書・誓約書
私達（同伴者を含む）は、ここにイベント参加を申し込みいたします。私達は、本イベントの主旨を理解し、主催者・スタッフの
指示に従います。 本イベントへの参加途中、参加中に発生した事故・損害などについては自己で責任を負うこととし、主催者
並びにスタッフ、関係諸機関に対し損害賠償を要求しないことを誓約いたします。なお、事故が主催者またはスタッフの手違い
などに起因した場合であっても変わりません。 参加費は、如何なる理由があっても返済請求しません。また、申込み記入事項
は事実と相違ありません。また、ツインリンクもてぎの注意事項・規定内容を遵守し参加いたします。

■

申込者（正会員御本人）

■

同伴者

（

）名

×

5,000 円

＝

円

1,000 円

＝

円

※同伴者は、正会員申込者と同乗にて来場される方に限定させていただきます。

合計金額（お振込金額）

円

※お子様・未就学児童で、昼食を希望される場合は、クラブ事務局へご相談ください。
大人と同じお食事であれば、ご用意できます。
※該当する下記 □にチェック✔を入れてください。

■
■

BMW Club Run／スポーツ走行

□ 希望する

□ 希望しない

（サーキットスポーツ走行経験あり/ツインもてぎライセンス所持の方）
BMW Club Run／先導車付き走行
□ 希望する
□ 希望しない
(サーキット走行経験のない方)

※は、必須項目です。

※会員番号

※ふりがな

※申込み日
月
日 ※氏
名
※受理書は、パドックパス等を事前送付する都合上、郵送での発送を予定しております。
※〒

－

※℡

※住所
FAX

※携帯℡

※E メールアドレス（お持ちの場合は、楷書で、はっきりとお願いします）
＠
※参加車両 年式
※お車のナンバー
■通信欄：

車種

色
―

■M Circuit Drive の参加希望（抽選）について、どちらかの□にチェック✔を入れてください。
□ 希望する
□ 希望しない
■「希望する」をチェック☑した方については、下記のどちらかの□にチェック✔を入れてください。
□ サーキット走行経験あり
□ サーキット走行経験なし

※印

