AMG GT Driving Club プログラム
日程

2020年11月16日（月）

会場

富士スピードウェイ
住所： 〒410-1307 静岡県駿東郡小山町中日向694
Tel：0550-78-1234（代） ／ Fax： 0550-78-0205

参加可能モデル
《AMG GT Coupé》
《AMG GT 4door Coupé》

GT Coupé ／ GT S Coupé ／ GT C Coupé ／ GT R ／ GT R PRO
GT 43 4MATIC+ ／ GT 53 4MATIC+ ／ GT 63 S 4MATIC+

※上記モデルは以前のモデル、現行のモデルは問いません。
※参加可能車両はご自身が所有されるAMG GT CoupéまたはAMG GT 4door Coupéシリーズです。
GT Roadster シリーズでのご参加はお断りさせて頂きます。
※参加するご本人名義の車両をお持ち込みください。法人登録の車両は、別途確認が必要となります。
※イベント当日の点検で車両に不備が確認され、運営事務局で走行不可と判断した場合は、走行プログラムへ参加できません。
※社外部品を装着されている車両につきましては、純正品に交換のうえご参加されることを推奨いたします。
社外品装着をされた状態で参加される場合、安全機能が正常に作動するか確認をさせていただきます。
安全機能の不備が確認された場合、走行プログラムへの参加をお断りする場合がございます。
※イベント当日、お客様のお車の状態により参加をお断りする場合がございます。特にブレーキ、タイヤについては重点的にご確認をいただけますようお願い致します

スケジュール
9:00 - 9:30

受付（富士スピードウェイ Aパドック内受付）

9:30 - 9:40

開会式

9:40 - 10:15

スポーツドライビング講座 ／ 走行説明

10:30 - 12:30

ドライビングトレーニング

12:40 - 13:35

ランチ ／ 記念撮影

13:35 - 13:50

サーキット走行前ブリーフィング

14:00 - 16:00

走行プログラム（先導走行）

16:00 - 16:30

個別アドバイスタイム／閉会式

※スケジュール・プログラム内容は変更となる可能性があります。
※ご自身のお車での参加となります。
※当日、雑誌社などの取材が入る可能性があります。お客様が映り込んでしまう場合がございますので、予めご了承ください。
※会場には暖房器具を設置しておりますが、屋外でのプログラムとなりますので、防寒の対策をお願いいたします。
※本年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、インストラクターが運転する車両へ同乗し走行体験をする「レーシングタクシー」は実施致しません。
予めご了承の程、宜しくお願い致します。

お問い合わせ先
AMG Driving Club事務局(㈱zenplus内) ※受付時間：土日祝日を除く、11:00-18:00
住所）東京都中央区築地2-14-17-2F
TEL： 03-6264-3070 / FAX：03-6264-3891
E-Mail ： amg_dc@zenplus.co.jp

参加についてのご案内
参加費

120,000円（税込、昼食込、走行会後の点検費用一回分を含む）
お申し込み後、随時参加確定のご連絡を致します。
お申し込みをキャンセルされる場合、キャンセルポリシーに基づきキャンセル料が発生します。
申し込み前に必ず参加規約をご確認ください。
※ コロナウイルス対策として、会場の密を避けるため、ご同伴者の人数については
1名様とさせていただきます。
また、お子様に関してはお預かりする施設はございませんので予めご了承ください。
※ ご同伴者の同乗、運転はできません。

服装

長袖、長ズボンの着用、及びスニーカーなどの動きやすい格好での
ご参加をお願いいたします。
※ヘルメット、グローブの着用が必要なプログラムもございます。
ヘルメット、グルーブはレンタルもしておりますが、数・サイズに限りがございますので、ご自身でお持ちの方は
お持ちください。

ご持参物

当日有効な運転免許証
ヘルメット、グローブをお持ちの場合はご持参下さい
サーキット走行の際、ヘルメット、サーキットグローブが必要となりますので
なるべくお手持ちのヘルメット、グローブをご持参いただけますようお願い申し上げます。
（お持ちでないお客様には当日会場にてレンタル品をお貸し出し致します。）

当日の走行前車両チェックについて
当日、会場にて走行前の車両チェックを実施いたします。
その際に走行不可と判断された場合（法令に違反している車両、違法改造車両など）は走行をお断りさせていただく場合がございます。
予めご了承ください。

事前、事後の車両点検について
【事前点検】（推奨）
イベント前日までに、事前点検を行っていただくことを推奨します。
ただし、事前点検は当日の走行を保証するものではありません。
ブレーキおよびタイヤの推奨残量値は以下の通りです。
ブレーキ・パッドの残量：50%以上
ブレーキ・ディスクの残量：限度値+1mm以上
タイヤ溝の残量：5mm以上
※イベント当日、お客様のお車の状態により参加をお断りする場合がございます。特にブレーキ、タイヤについては重点的に
ご確認をいただけますようお願い致します。
【事後点検】（必須）
「Mercedes Care」、「保証プラス」および「認定中古車保証」においては、保証書に記載の通り「レース、ラリー等の過酷な走行に
起因する不具合、又は仕様の限度を超える酷使に起因する不具合」に対しては保証作業を適用いたしません。
引き続き安全にお車をご使用いただくため、また以降の保証作業適用の速やかな判断のためにも、
事後点検を必ず実施いただきますようお願いいたします。
車両陸送 ：ご希望の方には有償にてサーキットまでの陸送をご手配致します。詳細は事務局までお問い合わせ下さい。

参加についてのご案内
注意事項
 コース上で事故や車両トラブルが発生すると、サーキットにより走行の中止が判断される場合があります。そのような場合、本イベントに参加されて
いる全員の方の走行時間が短縮、もしくは中止されますのでご了承ください。イベント当日のセーフティーブリーフィングにてご説明する走行ルー
ルを遵守し、 安全な走行にご協力ください。
 サーキット走行においては自己責任が基本となります。サーキット走行中のトラブルによるお客様の損害は、その過失の有無に関わらずご自身に
てご負担頂くと共に、他参加者やサーキットの施設などに損害が及んだ場合につきましても、ご自身の責任において処理頂くと共にご負担頂きま
す。
 走行ルールを遵守頂けない方、もしくはスタッフやインストラクターの指示に従って頂けない方は走行を中止して頂く場合があります。
 当日、有効な運転免許証をご持参頂き、メルセデス・ベンツ日本の定める「AMG GT Driving Club」サーキット走行会誓約書に同意、ご署名いた
だき、規定次項を順守いただきます。
 アルコールを飲まれた方、運転に支障を及ぼす恐れのある薬物を服用している方の走行をお断りしております。
また、妊娠中の方、体調不良の方、その他安全面に支障があると判断した場合、走行をお断りさせていただく場合がございます。
 当日にご参加いただくお車は、お申込み時に記載された車両でお越しください。お申込み時と別の車両ですと、走行をお断りさせていただきます。
 保険についてはお客様ご自身で加入されている保険が適用されます。本イベント申込み手続きにサーキット保険契約は含まれておりませんので、
事前にサーキット走行時に補償される保険適用範囲について、お客様ご自身で加入保険会社へご確認ください。
 イベント前日までにサーキット走行を考慮した車両の事前点検を、メルセデス・ベンツ正規販売店で行うことを推奨します。
ただし、事前点検は当日の走行を保証するものではありません。
 サーキット走行時はガソリンを多く消費しますので、満タンでお越しください。
 トランクを含む車内のお荷物は走行中に運転の妨げとなります。必要最小限のお荷物でお越しください。
 天候によって、一部プログラムを変更させていただく場合がございます。
 ペットの同伴は御遠慮ください。
 「Mercedes Care」「保証プラス」「認定中古車保証」においては、保証書に記載の通り「レース、ラリー等の過酷な走行に起因する不具合、又は仕
様の限度を超える酷使に起因する不具合」に対しては保証作業を適用いたしません。引き続き安全にお車をご使用いただくため、また以降の保
証作業適用の速やかな判断のためにも、本イベント終了後、メルセデス・ベンツ正規販売店にて、指定の点検を必ず実施いただきますようお願い
致します。
尚、事後点検費用は参加費に含まれています。
 メルセデス・ベンツ正規販売店での事前点検につきましてはお客様の費用負担となりますので、予めご了承ください。尚、天候などが原因で開催
中止となってしまった場合でも、事前整備費用の返金はいたしかねますので、予めご了承ください。
 当日は本イベントの記録、メルセデス・ベンツ日本公式ウェブサイト、SNSへの掲載などを目的に撮影を行います。予めご了承ください。
 お子様に関しては、保護者の方が常に帯同される場合に限って、お連れ頂けます。
 同伴者のご同乗・運転はできません。安全上、ピットなどでの観覧のみになりますのでご了承ください。

参加規約
メルセデス・ベンツ日本株式会社（以下「MBJ」または「弊社」）の実施する「AMG GT Driving Club」サーキット走行会
（以下「本イベント」）にお申込みされる方は、下記の【誓約事項】及び【個人情報の取扱いについて】内容に
ご同意のうえお申し込みください。

【誓約事項】（お申込者の方にご同意いただく内容）
※ 本イベントへの参加にあたり、本イベントの開催内容や開催形式を十分に理解および納得して参加致します。
天候や不可抗力により、本イベントの開催が行われないか中止されることを了解します。
※ 私は、本イベントが、レーシングコース体験高速走行などの、通常の運転以上に危険を伴うプログラムで
あることを理解して参加します。
私は、運転に支障のない状態です。また、当日は有効な免許証をMBJに提示の上、MBJの定める誓約書
（事前送付資料として受領したもの。以下「本誓約書」）に同意、署名のうえ、運営事務局に提出します。
※ 私は、本イベントが行われる施設(以下、「会場」)のコースを私が持ち込んだ車両を用いて走行するにあたり、
天候状況、路面状況、他の車両状態など、周囲の状況に留意し、自らの責任により、自らおよびその他の者への
安全を十分に配慮し、走行します。
※ 私は、MBJおよび会場の定める規則を遵守するとともに、MBJおよび運営事務局の指示に従います。
指示に反した場合、走行が中止されることを了解し、異議を申しません。
※ 本イベント参加中に生じた事故により私、MBJおよび第三者が損害(死亡、負傷等の人的損害及び物的損害を含む)
は、自らの責任においてこれを処理するとともに、その損害を全て負担します。
なお私は、MBJおよび運営事務局は当損害を補填する保険に加入していないことを了解し、私の費用でかかる損害を
補填する保険に加入します。。
※ 私は、自らおよび同伴者、自らの車両の音声、写真、動画等を、MBJまたは第三者を介して編集、公開等をする
権利を有することを承認いたします。
※ 私は、本誓約書に記入、及び申し込み時に入力した自らの氏名、住所、生年月日、電話番号および本イベントへの
参加記録等の個人情報を下記の目的でMBJが利用することを承認します。
(1) .「AMG GT Driving Club」サーキット走行会の運営
(2) .「AMG GT Driving Club」サーキット走行会参加中の記録作成
(3) .今後の「AMG GT Driving Club」サーキット走行会のプログラム検討
(4) .下記【個人情報の取扱いについて】に記載してある利用目的範囲

参加規約
※私は、下記キャンセルポリシーを理解したうえでイベント参加を申し込むことを承認致します。

キャンセルポリシーについて
① 参加費お振込み前のキャンセルについて
■事務局にご連絡いただいた時点でキャンセルを承ります。キャンセル料は発生しません。
■期日以内に参加費のお申し込みの確認ができない場合、キャンセルとさせていただくことがあります。
② 参加費お振込み後のキャンセルについて
■お客様ご自身のご都合によるキャンセルの場合、参加費の返金は致しかねます。
■コロナウイルス罹患、及び下記「コロナウイルス対策について⇒ご参加されるお客様へのお願い事項」内に
記載された、ご参加をお断りする事由に該当する方につきましては、参加費をご返金させていただきます。
それ以外の費用（交通費、宿泊費等）についてはご返金対象外となりますので、予めご了承ください。
■大雨、台風、降雪など天災の事由、世界的事象による行政からの要請によりイベントが中止となる場合、
参加費のみご返金対象となります。事前点検費についてはご返金対象外となりますので
予めご了承ください。

③ 払い戻し方法について
ご指定の口座に参加費を返金致します。事務局に以下の内容をご連絡ください。
———————————–
■返金の指定口座
———————————–
金融機関名：
支店名：
口座種目：普通 または 当座
口座番号：
口座名義：
※名義はカタカナでご記入ください
———————————–
弊社都合による日時変更や開催中止の場合を除き、返金時の振込手数料はお客様のご負担と
させていただきます。

④ 開催日時の変更について
■弊社都合により本イベントの開催日時を変更する場合は、大雨、台風、降雪など天災の事由、
世界的事象による行政からの要請などやむを得ないときを除き、変更決定次第速やかに事務局より
メールまたは電話でご連絡します。
その際、あらためて参加・不参加の希望を確認させていただき、ご参加いただけない場合は、
参加費のみご返金対象となります。事前点検費についてはご返金対象外となりますので予めご了承ください。

⑤ 開催中止について
■弊社都合によりイベントを中止する場合は雨、台風、降雪など天災の事由、世界的事象による行政からの
要請などやむを得ないときを除き、中止決定次第速やかに事務局よりメールまたは電話でご連絡します。
■参加費のみご返金対象となります。事前点検費についてはご返金対象外となりますので予めご了承ください。
■なお、弊社からイベント日時の変更または中止の連絡を行わない限り、雨、台風、降雪など天災の事由、
世界的事象による行政からの要請などの事由によりキャンセルをされる場合もお客様都合でのキャンセル
となり、参加費ご返金の対象外となります。あらかじめご了承ください。

参加規約
本イベント時に撮影した音声、写真、動画等の取扱いについて
1.

本イベント時に撮影した、音声、写真、動画等は、弊社の広報、広告活動に使用させて頂きます。

2.

本イベント時に撮影した、音声、写真、動画等は、弊社公式のインターネット媒体 （ホームページ、ブログ、各種 SNS 等）、
及び外部メディア （新聞、テレビ、雑誌、YouTube 等）に掲載させて頂く事があります。

3.

本イベント時に撮影した、音声、写真、動画等の使用期限はありません。

個人情報の取扱いについて
1.

利用目的について
弊社は、お客様からお申し込みいただいた弊社サービスの提供に当たって取得した個人情報を次に定める利用目的の範囲内で
利用します。
① お客様からお申し込みいただいた弊社サービス提供のため
② お申込に関するお問合せ等に対する回答及び個人情報の｢開示等の求め｣への対応のため
③ 今後のサーキット走行会等のイベントプログラム検討のため

2.

第三者提供について
(1) 弊社は、弊社の正規販売店及びダイムラーAG（その関係会社を含む）に個人データを提供させていただくことがあります。
(2) 弊社は、1．に定める利用目的の達成に必要な範囲内で、弊社より業務の委託を受けた第三者（以下、「委託先」といいます）
に、個人データの取り扱いを委託します。尚、委託先は、委託された業務以外に当該情報を使用しないものとします。
(3) 弊社は、本条(1)(2)の場合を除き、弊社サービスの提供に当たって取得した個人データを、事前に同意を得ることなく、
第三者に提供しません。但し、人の生命、身体または財産の保護に必要があるときなど、国内外の法令に基づく場合には、
個人情報の第三者提供を行うことがあります。

3.

改訂
弊社は、この「個人情報の取り扱いについて」を適宜改訂できるものとし、改訂した場合、弊社のホームページ上でお知らせします。

5.
その他個人情報の取扱いに関しては、Mercedes me Portalユーザー規約をご確認ください。
https://member.mercedes-benz.co.jp/policy/Mercedes_me_portal_Terms_of_Condition_JP.pdf

以上
2020年8月18日 制定

新型コロナウィルス対策について
新型コロナウイルス対応に関して公的機関のガイドライン等を参考に、お客様の健康と安全確保のための対策に努め、イベント開催に向けて準備を
進めてまいります。
皆様におかれましては、手洗い、うがい、咳エチケット等、感染予防対策をお心がけいただき、以下の内容にご理解とご了承の上、ご参加賜りますよ
うお願い申し上げます。
尚、イベント開催までに、新型コロナウイルス感染の更なる拡大状況および、公的機関からの要請・指示より、イベント中止とさせていただく可能性が
ございます。
中止決定となった場合は直ちにご連絡申し上げますのでご理解賜りたく何卒宜しくお願い申し上げます。

運営スタッフの取り組みについて
お客様ならびにスタッフの健康と安全のため、試乗及びイベントへの取り組みを下記の通り実施しております。
 スタッフのマスク着用奨励
お客様および運営スタッフの健康と安全ならびに公衆衛生を考慮し、運営スタッフにおきましてマスクの着用を奨励しております。
また、従来以上に手洗い・うがいをこまめに行い、体調管理に努めております。
 定期清掃の実施
イベント中、車両及び施設にて手が触れる部分を中心とした消毒液等による清掃を実施すると共に、ご来場のお客様に自由に
お使いいただけるよう会場に手指消毒用アルコールを設置するよう努めております。
 体調チェック実施
イベント実施2週間前より検温を実施し、37.5度以上の発熱がある場合、もしくは体調が優れないと本人が判断する場合、
当該スタッフは参加禁止といたします。
 2020年2月以降、厚生労働省の定める「検疫強化地域」への渡航歴を持つスタッフについてはイベントへの参加を禁止といたします。
 受付、ブリーフィング時、待機時間等はお客様同士十分な距離を保てるよう、イベント運営に努めて参ります。
お客様ご自身でもソーシャルディスタンスの確保にご協力をお願い致します。
 展示車、インストラクターカーについては施錠展示のうえ随時消毒を致します。

ご参加されるお客様へのお願い事項
本イベントにご参加されるお客様、ご同伴のお客様におかれましては、以下の事項についてご協力をお願い申し上げます。
 健康状態確認のため、受付時に健康状態チェックリストへのご記入をお願い致します。記名用のボールペンは使用後消毒致します。
 受付時の検温についてご協力をお願い致します。検温時、37.5度以上の発熱がある場合、当イベントへの参加はお断りさせていただきます。
 共用スペースではマスク装着でのイベント参加をお願い致します。会場各所にアルコール消毒ポンプ・抗菌ジェル等を設置致しますので、
適宜手の消毒にご協力をお願い致します。
 車両走行時以外はマスク着用にご協力をいただけますようお願い申し上げます。
 コロナウイルス対策として、ご参加されるお客様、ご同伴者の方のご連絡先（お名前、ご住所、ご連絡先）をご記入いただきます。
（イベント終了後、参加者の中から新型コロナウルス感染者が発生した場合に、その濃厚接触者の健康観察等を確実に実施できるように
するため）
また、下記項目に該当する方は参加をお断りさせていただきます。
 新型コロナウイルス等の感染症に感染している方
 新型コロナウイルスに感染、治癒後、2週間が経過していない方
 新型コロナウイルスに感染の恐れがあり、保健所からの健康観察対象者となっている方
 同居ご家族が上記 3 項目のいずれかに該当する方
 イベント当日、以下の症状がある方
ア、 平熱を超える発熱（37.5℃以上を目安）
イ、 咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状
ウ、 だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難）
エ、 嗅覚や味覚の異常
オ、 体が重く感じる、疲れやすい等
 厚生労働省が「検疫強化地域」に指定する地域・国から帰国され、14 日間の待機要請を受けた方
※最新情報は、厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/index.html ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康
> 感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症について > 感染拡大防止と医療提供体制の整備 > 水際対策 にてご確認ください。

