BMW Club Driving Clinic in 宝台樹
／モータリング in 宝台樹
５月のイベントは、群馬県のみなかみ町にございます水上宝台樹スキー場におきまして 6 回目となる「BMW Club
Driving Clinic in 宝台樹／モータリング in 宝台樹」を開催いたします。
BMW は「駆け抜ける歓び」というキャッチコピーのとおり、ドライビングがとても楽しい車です。BMW でもっと安全に楽し
いドライブビングをしていただくために、今回も、当クラブのスーパーバイザー菰田 潔氏（BMW Driving Experience チ
ーフインストラクター）による Driving Clinic を企画しました。
なお、今回もクリニックの終了後には、検定をおこないます。自身のドライビング、マナーを客観的に見直していただき、
多くの BMW ユーザーの模範となっていただければ幸いです。これまでクリニックに参加されたことのある方もない方も、
ドライビングには、あまり自信のない会員の方も、ぜひ、この機会をお見逃しなくご参加ください。なお、Driving Clinic に
つきましては、2018 年度正会員ご本人限定とさせていただきます。
また、「モータリング in 宝台樹」を同時開催いたします。こちらには正会員以外の方も、この機会にお気軽にご参加
いただけます。当日は、上里 SA から宝台樹スキー場まで、起伏あるコースでモータリングをお楽しみいただきます。会
場に到着後、記念撮影、ミーティングの後は、クリニックの見学やスキー場周辺をモータリングや散策をされては如何
でしょうか。スキー場から車で 30 分程の所にある谷川岳ロープウェー、リフトを乗り継いでいただくと、天神峠の展望
台で 360 度の眺望を楽しむこともできます。また、会場から少し奥に足を延ばせば、首都圏の水がめ奈良俣ダムで、雄
大な自然を眺めることもできます。

昼食は、新鮮な野菜サラダ付きの特製カツカレーとしました。
昼食後のスーパーバイザー菰田 潔氏による「最近の BMW に関する話題」を予定しています。ぜひ、参加者全員ご参
加ください。自然豊かな宝台樹周辺でゆっくりとした一日をお過ごしされてはいかがでしょうか。
役員・スタッフ一同皆様のご参加を心よりお待ちしております。
（なお、恐れ入りますが、運営の都合上、必ず事前のお申込みをお願いいたします）
■日 時 ： 2018 年 5 月 27 日 （日）
■会 場 ： 水上宝台樹スキー場
群馬県利根郡みなかみ町藤原 3839-1 ℡ 0278-75-2557
http://hodaigi.jp/
【参考】周辺観光：
・矢木沢ダム・奈良俣ダム http://www.water.go.jp/kanto/numata/09_visitor/visitor.html
・谷川岳ロープウェー
http://www.tanigawadake-rw.com/
■集合場所 ： 7：30 関越自動車道 上里 SA 下り
※Driving Clinic に参加されない「モータリング in 宝台樹」へご参加の方は、こちらへご集合ください。

9：00 現地 水上宝台樹スキー場
※Driving Clinic ・モータリングに参加されず、クリニック見学、フォーラムのみでも、ご参加いただけます。

■参加費 ：■Driving Clinic（スーパーバイザー菰田潔氏） ￥ 7,000 円
（2018 年度正会員ご本人限定※1 5 月 7 日（月）より受付開始、先着 24 名となります）
・ご自身の BMW で Driving Clinic に参加していただきます。
X シリーズやアクティブツアラー等いわゆる SAV の BMW での参加も大歓迎です。
・Driving Clinic は、昼食を挟んで、午前・午後を通しておこないます。
※1

・2018 年度、年会費納入ならびに誓約書をご提出いただき、更新手続きを完了された方
・クラブご入会手続きが完了した方

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

■昼食代 ￥1,500 / 1 人前 （カツカレー、新鮮サラダ、飲み物付）

■当日スケジュール（予定）
7：30 関越自動車道 上里 SA 下り 集合
7：45 関越自動車道 上里 SA 下り 出発
9：00 宝台樹スキー場駐車場 集合。到着後に記念撮影を行い、ミーティング
10：00 BMW Club Driving Clinic 午前 開始
11：30 昼食 開始
「最近の BMW に関する話題」を予定
13：00 BMW Club Driving Clinic 午後 開始
検定を予定
15：30 イベント終了（予定）
＊スケジュールは変更の可能性があります。最終確定スケジュールは受理書にてお知らせいたします。
【お申込み方法】
５月 7 日（月）以降、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し込みください。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。
5 月 18 日（金）必着とさせていただきます。また、Driving Clinic は、先着 24 名となりますお申込みされた方には、受理
書をもって参加受理とさせていただきます。なお、受理書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。5 月 23 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
認のお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、5 月 22 日（火）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。
※受理書を電子メールで希望される場合は、必ず申込書にメールアドレスを楷書にて正確にハッキリとご記入
ください。受理書は PDF 添付ファイルでお送りしますので、PDF 添付ファイルをご覧いただけない従来型
携帯電話（ガラケー）のメールアドレスは不可となります。また、スマートフォンでの受信を希望される方も、お手数ですが、
PDF ファイルが受信可能か予めご確認ください。
■イベント参加費お振込先 ※下記口座へ統一しましたので、お間違えのないようご注意ください。
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。
※平成 30 年 4 月 1 日より、三菱東京ＵＦＪ銀行は、銀行名を「株式会社三菱ＵＦＪ銀行(英文名：MUFG Bank, Ltd.)」へ変更されることになりました。
平成 30 年 4 月 1 日以降は、新銀行名の「三菱ＵＦＪ銀行（ミツビシユ―エフジエイ）」へお振り込みください。
なお、旧行名でお振り込みがあった場合も、平成 30 年 6 月 29 日（金）までは新銀行名に読み替えて入金されます。

■ お問合せ先
BMW クラブ･ジャパン事務局
〒100－6622 東京都千代田区丸ノ内 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
■ 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。

■ BMW Club Japan イベントで撮影されました写真・動画につきましては、BMW Club Japan ホーム
ページ、BMW マガジンや自動車専門誌など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。
■ 次回イベント予告：
次回は、6 月 9 日(土)-10 日(日)に「オーバーナイトモータリング in 京都」をグランドプリンスホテル京都にて開催いた
します。なお、詳細につきましては、イベントレター・Web サイトをご一読ください。

FAX to 03-6259-8499

BMW Club Japan 事務局

合計金額をお確かめの上、5 月 18 日（金）までに振込をお願いいたします。申込締切りも、5 月 18 日（金）です。
なお、お申込み後のキャンセルにつきましては、5 月 22 日（火）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。

イベント申込書・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、申し込み記入事項は事実と相違あり
ません。

・ モータリング in 宝台樹に

参加 ・ 不参加 ・ 現地見学 （〇を付けて下さい）

※クリニックに参加される方も「参加・不参加」から クリニックに参加されない方は「参加・現地見学」からお選びください。
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