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ＮＵＲＮＵＲＮＵＲＮＵＲ    案内案内案内案内    

 

Sportfahrschule " Nürburgring Nordschleife" 2012 

ニュルブルクリンクニュルブルクリンクニュルブルクリンクニュルブルクリンク    ノルドシェライフェノルドシェライフェノルドシェライフェノルドシェライフェ週間開催 

 

目目目目            的的的的 ： 世界一難コースを ＡＤＡＣ、ニュルブルクリンク公認のインストラクターに学ぶ 

開催場所開催場所開催場所開催場所： ドイツ ニュルブルクリンク 

  ノルドシュライフェ/２０．８３２ｋｍ /カーブ７３ヶ所 /最大斜度１７℃ 

1.1.1.1. 参加コース参加コース参加コース参加コース    

◆ AAAA コース（コース（コース（コース（11111111 日間）日間）日間）日間）    VIPVIPVIPVIP プランプランプランプラン    

2012/9/29(土)～2012/10/9 日（火） 

① スクーデリアハンセアート 

② スポルトファーシューレ海外版 

③ ポルシェミュージアム見学 

④ ポルシェツェフェンハウゼン工場見学 

◆ BBBB コース（コース（コース（コース（9999 日間）日間）日間）日間）    VIPVIPVIPVIP プランプランプランプラン    

2012/9/29(土)～2012/10/7 日（日） 

① スクーデリアハンセアート 

② スポルトファーシューレ海外版 

③ ポルシェミュージアム見学 

◆ CCCC コース（コース（コース（コース（7777 日間）日間）日間）日間）    スタンダードプランスタンダードプランスタンダードプランスタンダードプラン    

2012/10/3(水)～2012/10/9 日（火） 

② スポルトファーシューレ海外版 

③ ポルシェミュージアム見学 

④ ポルシェツェフェンハウゼン工場見学 

◆ DDDD コース（コース（コース（コース（5555 日間）日間）日間）日間）    スタンダードプランスタンダードプランスタンダードプランスタンダードプラン    

2012/10/3(水)～2012/10/7 日（日） 

② スポルトファーシューレ海外版 

③ ポルシェミュージアム見学 

2.2.2.2. 費用概算費用概算費用概算費用概算（実費（実費（実費（実費））））    

◆ A・B コース 110 万円（スクーデリア参加費 2,850€を含む） 

◆ C・D コース 60 万円 

※ 上記は、ドイツ往復航空費(エコノミー)、ドイツ国内移動費、トレーニング参加費、ニュル専用レン

タカー（ＶＷシロッコか同等の車輌）宿泊費、食費含む概算総額です。 

※ 宿泊ホテル「リンドナーホテル」 

 

◆ 同行者費用 ４日間のパッセンジャーシートでの体験走行/パーティ代込み（480€） 

※ スクーデリア参加費用のみ 

3.3.3.3. 留意事項留意事項留意事項留意事項    

� 本イベントは旅行会社などによるツアー旅行ではありません。クラブ事務局は情報提供やサポ

ートを行い、原則団体行動を行いますが、個人の責任でご参加いただく個人旅行です。 

� サーキット走行は本質的に一定の危険が伴います。その原因が自己によるもの／他者によるも

のにかかわらず、車両の破損、負傷、死亡などの結果になっても全て自己責任です。 

� 旅行中の事故、サーキット走行における事故など発生しても、クラブでは一切の責任は負いませ

ん。すべて自己責任であるとご理解・ご同意の上、ご参加ください。 

� 前述費用概算は昨年開催実績を参考とした現時点での見込み額です。今後のイベント詳細の

決定、各々の参加者のお金の使いかた、為替レート、ガソリン代相場、レンタルする車種、各々

の走行距離などにより、変動が生じます。 

� 航空代金、レンタカー代、ガソリン代、ホテル宿泊費(クラブ主催パーティー含)、昼夕食代、現地

での移動費等は各自精算を原則とします。ただし利便性、時間的／経済的効率性などのため、

クラブでの一括支払いを行うことがありますので、その際は適宜ご案内いたします。 

4.4.4.4. 募集人員募集人員募集人員募集人員    ：３０名（パッセンジャーシート参加を除く）    

5.5.5.5. 説明会開催説明会開催説明会開催説明会開催 ：第 ３回説明会 ８月 ５日（日）１４時から ムラタチューン    

6.6.6.6. 申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日    ：：：：８８８８月３１日月３１日月３１日月３１日((((金金金金))))    

7.7.7.7. 申し込み先申し込み先申し込み先申し込み先    ：：：：ポルシェクラブ六本木事務局（ムラタチューン内）    

8.8.8.8. お問合せ先お問合せ先お問合せ先お問合せ先    ：：：：０８０－３３８８－０９９３０８０－３３８８－０９９３０８０－３３８８－０９９３０８０－３３８８－０９９３    （事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

            ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。    
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ＮＵＲＮＵＲＮＵＲＮＵＲ    案内案内案内案内    

� AAAA コースコースコースコース（（（（11111111 日間）日間）日間）日間）    VIPVIPVIPVIP プランプランプランプラン    

スクーデリアハンセアート＆スポルトファーシューレ海外版スクーデリアハンセアート＆スポルトファーシューレ海外版スクーデリアハンセアート＆スポルトファーシューレ海外版スクーデリアハンセアート＆スポルトファーシューレ海外版    参加参加参加参加    

参加参加参加参加日程日程日程日程：2012/9/29(土)～2012/10/9 日（火） 

日次 
日程 実 施 概 要（スケジュール） 宿泊地 

1 9/29 

(土) 

12：15 

17：20 

18：30 

 

20：00 

成田発 （JL407 の場合） 

ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ着 

タクシー（人数が集まれば１BOX タクシー） 

でニュルへ移動（運転手に交渉し 2 万円程度） 

ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ リンドナーホテル着 

ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ 

2 9/30 

(日） 

 

 

19：00 

ブリーフィング・車輌契約・スクーデリア受付後は自由行動 

（体調・時差ボケ調整、アデナウ観光） 

夕食 

ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ 

3 10/1 

(月) 

スクーデリアスクーデリアスクーデリアスクーデリア    ハンセアート（ハンセアート（ハンセアート（ハンセアート（SCUDERIA HANSEATSCUDERIA HANSEATSCUDERIA HANSEATSCUDERIA HANSEAT））））4444 日間日間日間日間    ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ 

1111 日目日目日目日目    初参加者はニュルブルク専属のインストラクターによるカル鴨

走行。まずコースに慣れ覚えることから。 

 

08:00 – 18:00  ノルドシュライフェ・フリー走行 
              ※10:00 - 17:15 ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ・ｾｲﾌﾃｨ・ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞ・ｾﾝﾀｰに

て、初心者のための基本ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 
18:30       開会挨拶・ﾃﾞｨﾅｰ／ﾄﾞﾘﾝﾄﾎﾃﾙ 
20:30       ﾊﾝｽｷﾞｭﾝﾀｰ･ﾐｭﾗｰ氏によるレクチャー (ドイツ語)    

4 10/2

（火） 

 

２日目２日目２日目２日目 約２０名を１グループとし１０グループに分かれ、全長 20km 以

上のノルドシュライフェを１０セクションに分けて、ニュルブルク

専属インストラクターのトレーニングを２日間半受けます。 

 

08:00-11:15  セクション・トレーニング 

11:30-14:00  昼食・フリー走行 

14:00-17:15  セクション・トレーニング 

17:30-19:00  フリー走行 

ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ 

5 10/3

（水） 

3333 日目日目日目日目 ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ 

6 10/4

（木） 

 

4444 日目日目日目日目    午前：セクショントレーニング 

午後：ファイナルテスト /教えられたラインで走行しているか 

 

08:00-11:15 セクション･トレーニング 

11:30-13:15 ファイナルテストに向けてトレーニング（フリー走行）／昼食 

13:40-16:15 ファイナルテスト 

18:30     食前酒 

19:00     夕食・表彰式／ﾄﾞﾘﾝﾄﾎﾃﾙ 

ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ 

7  

10/5 

(金) 

ポルシェクラブ六本木主催ポルシェクラブ六本木主催ポルシェクラブ六本木主催ポルシェクラブ六本木主催    スポルトファーシューレスポルトファーシューレスポルトファーシューレスポルトファーシューレ    海外版海外版海外版海外版 ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ 

終日終日終日終日    フリー走行を楽しむトラックディ 

※初心者はインストラクター先導のカル鴨、同乗、逆同乗走行    

8 10/6 

(土) 

 ポルシェミュージアムを見学 

 

ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ 

9 10/7 

（日） 

 未定（クレーマーポルシェファクトリー見学等 調整中） ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ 

10 10/8 

（月） 

 

21：05 

ポルシェツェフェンハウゼン工場見学後、フランクフルトへ 

フランクフルト発（JL408 の場合） 

機中泊 

11 10/9 

（火） 

15：25 成田到着（JL408 の場合）  

 

スクーデリア ハンセアート補足 

※ セクション毎のトレーニング時間は 90 分。 

※ グランプリコースとノルドシュライフェのフリー走行の合計時間は 9 時間 45 分。 

※ ノルドシュライフェ・パブリック走行は 10/1（月）08：00－18：00（コース整備が早く終わった場合はスタート時刻が

早まります。
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ＮＵＲＮＵＲＮＵＲＮＵＲ    案内案内案内案内    

 

◆ BBBB コースコースコースコース（（（（9999 日間）日間）日間）日間）    VIPVIPVIPVIP プランプランプランプラン    

スクーデリアハンセアート＆スポルトファーシューレ海外版スクーデリアハンセアート＆スポルトファーシューレ海外版スクーデリアハンセアート＆スポルトファーシューレ海外版スクーデリアハンセアート＆スポルトファーシューレ海外版    両コース参加両コース参加両コース参加両コース参加    

ポルシェ博物館見学後、ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄにて離団ポルシェ博物館見学後、ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄにて離団ポルシェ博物館見学後、ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄにて離団ポルシェ博物館見学後、ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄにて離団    

参加日程参加日程参加日程参加日程：2012/9/29(土)～2012/10/7 日（日） 

日次 
日程 実 施 概 要（スケジュール） 宿泊地 

1 9/29 

(土) 

12：15 

17：20 

18：30 

 

20：00 

成田発 （JL407 の場合） 

ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ着 

タクシー（人数が集まれば１BOX タクシー） 

でニュルへ移動（運転手に交渉し 2 万円程度） 

ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ リンドナーホテル着 

ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ 

2 9/30 

(日） 

 

 

19：00 

ブリーフィング・車輌契約・スクーデリア受付後は自由行動 

（体調・時差ボケ調整、アデナウ観光） 

夕食 

ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ 

3 10/1 

(月) 

スクーデリアスクーデリアスクーデリアスクーデリア    ハンセアート（ハンセアート（ハンセアート（ハンセアート（SCUDERIA HANSEATSCUDERIA HANSEATSCUDERIA HANSEATSCUDERIA HANSEAT））））4444 日間日間日間日間    ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ 

1111 日目日目日目日目    初参加者はニュルブルク専属のインストラクターによるカル鴨

走行。まずコースに慣れ覚えることから。 

 

08:00 – 18:00  ノルドシュライフェ・フリー走行 
              ※10:00 - 17:15 ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ・ｾｲﾌﾃｨ・ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞ・ｾﾝﾀｰに

て、初心者のための基本ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 
18:30       開会挨拶・ﾃﾞｨﾅｰ／ﾄﾞﾘﾝﾄﾎﾃﾙ 
20:30       ﾊﾝｽｷﾞｭﾝﾀｰ･ﾐｭﾗｰ氏によるレクチャー (ドイツ語)    

4 10/2

（火） 

 

２日目２日目２日目２日目 約２０名を１グループとし１０グループに分かれ、全長 20km 以

上のノルドシュライフェを１０セクションに分けて、ニュルブルク

専属インストラクターのトレーニングを２日間半受けます。 

 

08:00-11:15  セクション・トレーニング 

11:30-14:00  昼食・フリー走行 

14:00-17:15  セクション・トレーニング 

17:30-19:00  フリー走行 

ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ 

5 10/3

（水） 

3333 日目日目日目日目 ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ 

6 10/4

（木） 

 

4444 日目日目日目日目    午前：セクショントレーニング 

午後：ファイナルテスト /教えられたラインで走行しているか 

 

08:00-11:15 セクション･トレーニング 

11:30-13:15 ファイナルテストに向けてトレーニング（フリー走行）／昼食 

13:40-16:15 ファイナルテスト 

18:30     食前酒 

19:00     夕食・表彰式／ﾄﾞﾘﾝﾄﾎﾃﾙ 

ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ 

7  

10/5 

(金) 

ポルシェクラブ六本木主催ポルシェクラブ六本木主催ポルシェクラブ六本木主催ポルシェクラブ六本木主催    スポルトファーシューレスポルトファーシューレスポルトファーシューレスポルトファーシューレ    海外版海外版海外版海外版 ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ 

終日終日終日終日    フリー走行を楽しむトラックディ 

※初心者はインストラクター先導のカル鴨、同乗、逆同乗走行    

8 10/6 

(土) 

 

21：05 

ポルシェツェフェンハウゼン工場見学後、フランクフルトへ 

フランクフルト発（JL408 の場合） 

機中泊 

9 10/7 

（日） 

15：25 成田到着（JL408 の場合）  

 

スクーデリア ハンセアート補足 

※ セクション毎のトレーニング時間は 90 分。 

※ グランプリコースとノルドシュライフェのフリー走行の合計時間は 9 時間 45 分。 

※ ノルドシュライフェ・パブリック走行は 10/1（月）08：00－18：00（コース整備が早く終わった場合はスタート時刻が

早まります。 
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ＮＵＲＮＵＲＮＵＲＮＵＲ    案内案内案内案内    

� CCCC コース（コース（コース（コース（7777 日間）日間）日間）日間）    スタンダードプランスタンダードプランスタンダードプランスタンダードプラン    

スポルトファーシューレ海外版のみ参加スポルトファーシューレ海外版のみ参加スポルトファーシューレ海外版のみ参加スポルトファーシューレ海外版のみ参加    

参加日程参加日程参加日程参加日程：2012/10/3(土)～2012/10/9 日（火） 

日次 
日程 実 施 概 要（スケジュール） 宿泊地 

1 10/3

（水） 

 

12：15 

17：20 

18：30 

 

20：00 

成田発 （JL407 の場合） 

ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ着 

タクシー（人数が集まれば１BOX タクシー） 

でニュルへ移動（運転手に交渉し 2 万円程度） 

ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ リンドナーホテル着 

ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ 

2 10/4

（木） 

 

 

 

 

ブリーフィング・車輌契約 

車輌契約受付後は自由行動 

（体調・時差ボケ調整、アデナウ観光） 

ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ 

3  

10/5 

(金) 

ポルシェクラブ六本木主催ポルシェクラブ六本木主催ポルシェクラブ六本木主催ポルシェクラブ六本木主催    スポルトファーシューレスポルトファーシューレスポルトファーシューレスポルトファーシューレ    海外版海外版海外版海外版 ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ 

終日終日終日終日    フリー走行を楽しむトラックディ 

※初心者はインストラクター先導のカル鴨、同乗、逆同乗走行    

4 10/6 

(土) 

 ポルシェミュージアムを見学 

 

ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ 

5 10/7 

（日） 

 未定（クレーマーポルシェファクトリー見学等 調整中） ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ 

6 10/8 

（月） 

 

21：05 

ポルシェツェフェン工場見学後、フランクフルトへ 

フランクフルト発（JL408 の場合） 

機中泊 

7 10/9 

（火） 

15：25 成田到着（JL408 の場合）  
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ＮＵＲＮＵＲＮＵＲＮＵＲ    案内案内案内案内    

    

� DDDD コース（コース（コース（コース（5555 日間）日間）日間）日間）    スタンダードプランスタンダードプランスタンダードプランスタンダードプラン    

スポルトファーシューレ海外版スポルトファーシューレ海外版スポルトファーシューレ海外版スポルトファーシューレ海外版のみのみのみのみ参加参加参加参加    

ポルシェ博物館見学後、ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄにて離団ポルシェ博物館見学後、ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄにて離団ポルシェ博物館見学後、ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄにて離団ポルシェ博物館見学後、ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄにて離団    

参加日程参加日程参加日程参加日程：2012/10/3(土)～2012/10/7 日（日） 

日次 
日程 実 施 概 要（スケジュール） 宿泊地 

1 10/3

（水） 

 

12：15 

17：20 

18：30 

 

20：00 

成田発 （JL407 の場合） 

ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ着 

タクシー（人数が集まれば１BOX タクシー） 

でニュルへ移動（運転手に交渉し 2 万円程度） 

ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ リンドナーホテル着 

ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ 

2 10/4

（木） 

 

 

 

 

ブリーフィング・車輌契約 

車輌契約受付後は自由行動 

（体調・時差ボケ調整、アデナウ観光） 

ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ 

3  

10/5 

(金) 

ポルシェクラブ六本木主催ポルシェクラブ六本木主催ポルシェクラブ六本木主催ポルシェクラブ六本木主催    スポルトファーシューレスポルトファーシューレスポルトファーシューレスポルトファーシューレ    海外版海外版海外版海外版 ﾆｭﾙﾌﾞﾙｸﾘﾝｸ 

終日終日終日終日    フリー走行を楽しむトラックディ 

※初心者はインストラクター先導のカル鴨、同乗、逆同乗走行    

4 10/6 

(土) 

 

21：05 

ポルシェツェフェン工場見学後、フランクフルトへ 

フランクフルト発（JL408 の場合） 

機中泊 

5 10/7 

（日） 

15：25 成田到着（JL408 の場合）  
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ＮＵＲＮＵＲＮＵＲＮＵＲ    案内案内案内案内    

Sportfahrschule " Nürburgring Nordschleife" 

ニュルブルクリンクニュルブルクリンクニュルブルクリンクニュルブルクリンク    ノルドシェライフェノルドシェライフェノルドシェライフェノルドシェライフェ週間週間週間週間    

参加申込書参加申込書参加申込書参加申込書    

    

□□□□ビジター □□□□会員 

支 部 名       会員番号          氏名              年齢   歳 

同 伴 者 ① 氏名              年齢    歳 

同 伴 者 ② 氏名              年齢    歳 

住所 

 〒     ‐                                                      

 

海外兼用の携帯電話番号                                                 

 

海外で利用する海外で利用する海外で利用する海外で利用する    eeee----mailmailmailmail                                                                                                                                                                                                                

    

滞在中の日本連絡先 

 氏名：              続柄      携帯番号           その他連絡先番号          

 

1.1.1.1. 参加コース参加コース参加コース参加コース    

□□□□AAAA コースコースコースコース    

□□□□BBBB コースコースコースコース    

□□□□CCCC コースコースコースコース    

□□□□DDDD コースコースコースコース        

    

2.2.2.2. ホテルホテルホテルホテル    

□一人利用□一人利用□一人利用□一人利用    

□二人利用□二人利用□二人利用□二人利用    

3.3.3.3. 希望事項など希望事項など希望事項など希望事項など    

            （（（（※４コース以外の日程で参加を検討されている方は、※４コース以外の日程で参加を検討されている方は、※４コース以外の日程で参加を検討されている方は、※４コース以外の日程で参加を検討されている方は、お気軽にお気軽にお気軽にお気軽にご相談ください。ご相談ください。ご相談ください。ご相談ください。））））    

    

    

    

            

    


