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　私たちは、BMW 二輪車愛好者の日本全国組織であり、BMW 
AG（ドイツ本社）によるBMWクラブ国際評議会によって承認
されている公認クラブです。
　日本におけるオートバイ文化・ライダー文化の醸成を目的
として、充実したモーターサイクルライフを仲間と共有しな
がら、オートバイの素晴らしさを伝承する活動をしています。
　また、日本・世界各国のBMWオーナーとの交流親睦活動はも
とより、交通安全・ルール＆マナーアップ啓発活動、ライダート
レーニング、二輪車盗難撲滅活動、救急救命講習など、社会貢献
活動に積極的に取り組んでいます。

　BMW Motorrad Club JapanはBMW AGによって設立され
た歴史と伝統ある国際公認クラブの一員として、そのクオリ
ティ向上をメンバーシップの基本に活動を続けております。
　クラブ会員の皆様には、各種ロードサービスの提供やクラ
ブ会報誌TOURING WORLDの発行を通じてBMW Motorrad
に関する様々な情報発信を行っております。
　さらに、当クラブではオンロード、オフロードのライダー
トレーニングを定期的に開催しており、オフロードトレーニ
ング専用施設であるEnduro Park Japanの運営も行っており
ます。また、メンバー交流の場として、様々なイベントを開催
しており、BMWの仲間と交流できる機会を数多くご提供致
しておりますので、こちらにも是非ご参加してみてください。
　BMW Motorrad Club Japanはメンバーの皆様の楽しいバ
イクライフをサポートして参りますのでこれからもご期待
ください。
　皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

BMW Motorrad Club Japan 会長
BMW Motorrad 国際公認インストラクター 並 河  勝 典
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専門のスタッフが24時間いつでもサポートします。
ご自分のモーターサイクルライフに合わせて、ご希望のプランをお選びいただけます。

アイコン R
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会員証・名刺（ご希望の方のみ）、メンバーシップグッズをお届けします。
※名刺をご希望の方は、事務局までお問合せください。
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会員コミュニケーション情報満載の会報誌「ツーリングワールド」をお届けします。
※年4回発行1月・4月・7月・10月（予定）
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各地で開催されるラリーやツーリングに特別価格でご参加頂けます。
さらに各種会員優待サービスがご利用になれます。
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BMW Motorrad Club Japanへご協賛いただいている各社製品の会員限定キャンペーンや特別割引、
プレゼント特典がご利用いただけます。
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当クラブが運営するBMW Motorrad公式のオフロード専用施設を、会員価格でご利用できます。

ENDURO PARK JAPAN

BMW Motorrad Enduro Parkとは
当施設は、各国に一箇所のみ認可されるBMW Motorrad公式
のオフロード専用施設です。施設側で用意した車両を使い、
公認インストラクターによる少人数体制で行います。
より高度なスキルアップを目指す教習施設として、BMWが
目指す安全で快適なバイクライフをバックアップします。

こちらの施設はGSトロフィーの国内選考会場としても
使用されています。



※1　搬送距離が50㎞を超える場合は別途料金（1㎞/500円）が必要になります。
※2　20,000円を超える再搬送の追加費用については地域によって異なるため、詳しくは24時間ロードサービスオペレーターまでお問い合わせください。

プラン内容
一覧

50㎞まで  ※1

一回の利用につき
併用利用可

20,000円の範囲まで  ※2

無制限

無制限

スタンダード プレミアム プレミアム
オプション

エマージェンシー
プラス
月額 650円 年会費 10,000円 年会費 16,000円 年会費 18,000円

車両保管場所での
トラブルも対応可能

無制限

無制限

レンタカーサポート
宿泊費用サポート
帰宅費用サポート

一回の利用につき
いずれか1つ利用可｝
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1㎞以内適用外  

■本ロードサービスは通常の一般公道走行時のトラブルにのみ適用され、レース走行およ
びサーキット走行会、イベント等（またはそれらと同等と判断されるもの）の参加において
発生したトラブルには適用されません。
■製造メーカーの規定する注意・警告の範囲を超えて使用した際のトラブルにおいては本
ロードサービスのご利用はできません。
■法律に違反する行為（無資格・飲酒運転・麻薬使用など）の中で発生したトラブルにおい
ては、本ロードサービスのご利用はできません。
■自力走行が可能な場合においては本ロードサービスのご利用はできません。

その他注意事項
■全てのサービスはBMW Motorrad Club Japanに登録された有効期限内の会員様ご本人
が対象となり、対象車両はBMW Motorradに限ります。
■スタンダードプラン、プレミアムプランは、全てのサービスにおいてご登録頂いている
車両保管場所（ご自宅駐車場もしくはそれと同等と判断できる車両保管場所）から1㎞以内
でのご利用は適用対象外となります。プレミアムオプションプランのみ車両保管場所での
対応が可能です。
■状況により、無料サービスにおいても有料になる場合があります。
■本ロードサービスは日本国内全域を対象としますが、離島・僻地などの著しく援助状況
の悪い場所においては対応できない場合がございます。

・アフターフォローサービスは、ご登録頂いている車両保管場所から100㎞以上離れた場所での事故、故障により自走不能の場合で、レッカーサービスをご利用頂いた会員様にのみ適用されます。
・1回のご利用につき上記3サービスの中からいずれかの1つのみご利用頂けます。プレミアムオプションプランのみ、アフターフォローサービスの重複利用が可能です。

故障・事故によりBMW Motorradが自力走行できなくなった場合にレッカー車が現場に急行し、
最寄りのBMW Motorrad正規ディーラーまでレッカー搬送します。
・搬送先のBMW Motorrad正規ディーラーの選定は24時間ロードサービスのオペレーターが判断するものとし、原則としてサービスご利用者の指定は受付けられません。
・レッカーサービス利用時は会員様ご本人の立ち会いと、運転免許証及びBMW  Motorrad Club Japan会員証のご提示が必要になります。

バッテリー上がりの場合、ジャンピング（充電用バッテリーから該当バッテリーケーブルを接続）にてエンジンを始動させます。
・その後の充電及びバッテリー交換はご自身で行って頂く事になります。
・サービス利用後に充電やバッテリー交換などの処置を行わずに使用を続け、同一のトラブルが発生した場合のロードサービスの再利用はできません。

ガス欠の場合、現場で給油作業を行います。この場合、ガソリン等の油脂代は別途料金が必要になります。
・リッター制限あり：10ℓまで

レッカーサービスをご利用頂きBMW Motorrad正規ディーラーまで搬送された車両を、修理完了後にご登録頂いている車両保管場所
（自宅駐車場またはこれと同等と判断できる車両保管場所）またはご指定のBMW Motorrad正規ディーラーまで再搬送致します。
・ピックアップサポートは、ご登録頂いている車両保管場所から100㎞以上離れた場所での事故・故障により自走不能の場合で、レッカーサービスをご利用頂いた会員様にのみ
適用されます。
・ご登録頂いている車両保管場所への再搬送においては、運搬車両の走行に支障がない道路環境（道路幅等）が確保されていることや、安全な受け取り場所・時間・受け取り確認
などが可能な場合に限ります。
・再搬送の時期についてはお申し込みを頂いてから10日前後の対応になります。

会員様のご希望によって、ご家族、会社などへの緊急連絡及び状況説明の他、最寄りのガソリンスタンド、公共交通機関などへの案内を行います。
また、交通事故の場合は保険会社への連絡対応も行います。

会員様のご希望により、レンタカー（1800ccクラス迄）の手配を行います。最大6時間までを無料でご利用頂く事が可能で、
6時間を超えてのご利用の際は、通常のレンタカー費用の20%程度を割引致します。
車両修理のため、緊急に宿泊を要する場合は、利用宿泊費用（15,000円まで/当日1泊分）をサポート致します。
・宿泊代金は後日精算となります。（領収書をご提出いただきます）

車両トラブル（故障、事故）によって会員様が公共交通機関を利用して帰宅する場合の費用（20,000円まで）サポート致します。

車両に適用するプラン
（新車をご購入の方にオススメ）

加入者に適用するプラン
（ＢＭＷの車両を複数台利用可能 !）

車両保管所での
ロードサービス利用

レッカーサービス

ピックアップサポート

バッテリー上がり

ガス欠

メッセージサポート

アフターフォローサポート

アイコン

レンタカー

宿泊費用

帰宅費用



注意事項
1.本サービスはBMW Motorrad Club Japanロードサービスの独立したプランになりますので、スタンダードプラン、プレミアムプラン、プレミアムオプションプランへのご加入の必要は
ございません。
2.本サービスはBMW エマージェンシーサービスにご加入中の車両に適用するプランになります。複数台お持ちの場合は、台数分の料金がかかりますので、複数台利用可能なスタンダー
ドプラン、プレミアムプラン、プレミアムオプションプランへのご加入をお勧め致します。
3.本サービスは事故によるトラブルの際にのみご利用頂けます。故障の場合は、BMWエマージェンシーサービスをご利用ください。
4.BMWエマージェンシーサービスの残り期間が4ヶ月未満の場合はご加入頂けませんので、予めご了承下さい。
5.加入料は登録時に加入期間分を一括支払いになります。BMW Motorrad Club Japanの会員資格もエマージェンシープラスプランの満了時に失効となります。本プランの途中退会による
返金は致しかねますので、予めご了承下さい。
6.本プランご利用中に契約車両をお乗り換えされた場合は、必ず事務局にご連絡下さい。ご連絡を頂けませんと、サービスのご利用ができない場合がございますので、予めご了承下さい。

BMW Japanの提供するエマージェンシーサービス（ロードサービス）では対象外となる
事故によるトラブルに24時間対応します。
故障の際はBMW エマージェンシーサービスをご利用ください。

・ ・ ・

ご加入条件

料　　金

加入期間

更新について

月額加入料650円

※BMW エマージェンシーサービスとは、2007年以降にBMW Motorrad正規ディーラーにて購入されたBMW Motorrad
　（新車／認定中古車）に自動付帯されているロードサービスです。
　詳しくはご購入先のBMW Motorradディーラーまでお問い合わせください。

※加入時に加入月数分を一括でお支払い頂きます。

事故・故障の両方に対応するスタンダードプラン・プレミアムプラン・プレミアムオプション
プランへの切り替えが可能です。

登録は毎月28日となります。
加入期間は、お申し込み月の28日（登録日）からBMWエマージェンシーサービス
満了直前の27日までとなります。

①エマージェンシープラスプランの有効期限の約2ヵ月前に満了のお知らせをお送りいたします。
②エマージェンシーサービスの残り期間が4ヵ月以上ある場合はエマージェンシープラスプランを更新できます。
③エマージェンシーサービス満了の場合はスタンダードプラン、プレミアムプラン、プレミアムオプションプランへの
　切り替え手続きを行っていただきますと、継続してサービスをご利用いただけます。

（例：新車購入時の場合） 【加入期間】

2019年8月1日にBMW Motorrad Club Japan
エマージェンシープラスプランに申し込む場合で
BMW エマージェンシーサービスの有効期限が2022年7月20日

申込月の28日  　 2019年8月28日から
期限直前の27日　2022年6月27日まで（34ヶ月）
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EVENT
各種イベントについて

①BMW Japanが提供するエマージェンシーサービス（ロードサービス）にご契約中の車両を
　所有されている方
②BMW エマージェンシーサービスの残り期間が4ヶ月以上ある方。



各種イベントについて

BMWを楽しく、安全に、永く乗りこなすための
BMW独自のプログラムをBMW公認インストラ
クターが教習いたします。「もっと上手くなりた
い、もっと楽しく走りたい」そんなご要望にお応
えすることが目的のスキルアップ講座です。

1974年、宮城県生まれ。ダートトラックを学ぶため20歳で渡米。その後ス
ポーツスターでロードレースを始める。帰国後はスーパーモタードや鈴鹿8
時間耐久ロードレース、全日本ロードレース（スポット）などへ参戦。近年で
は、二輪雑誌にてテスターやライターとしても活躍中。

開催概要
■年間5回程度の開催予定
■「BMW公認インストラクター」鈴木大五郎氏が指導。
■雨天決行（中止の場合は、前日午後4時までにご連絡します。）
■参加人数　12名程度（1回の開催につき）
■開催時間　9時～ 16時30分（受付：8時30分～ 8時55分）
■参加資格　2輪免許をお持ちで、ご自身の車両
　　　　　   （任意保険加入済み）で参加できる方

国際公認インストラクター 鈴木  大五郎

BMW Motorrad Rider Training
公認インストラクター

BMCJ
Rider Training

One Day Touring Missionとは、BMW Motorrad正規ディーラー
様協賛の日帰りランチツーリングです。毎年春に各地で開催して
おります。BMWの車両が一同に会する様子は圧巻！日帰りです
のでお気軽にご参加いただけます。

National Rallyとは、年に一度BMWオーナーの皆様が親交を深める
一大イベントです。全国のBMWオーナーたちが集まるイベントに
なっておりますので、お一人でもグループでも楽しめる内容となっ
ております。初めての方も大歓迎ですので、ぜひご参加ください。
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東京都赤十字
二輪奉仕団

ご自身のバイクスキルを  
社会貢献活動に活かしてみませんか。

2014年に結団された、BMW Motorrad Club Japan内の社会貢献
組織。バイクの機動性を活かした防災支援を行う。日本赤十字社
東京都支部から特殊奉仕団として公認を受けている、東京都の中
では初の二輪奉仕団。

①災害時に赤十字が行う
　災害救護活動への支援
　・救護車両の誘導
　・道路等の被災状況の調査
　・医薬品・支援品の搬送 など

②日常における
　赤十字思想普及活動
　・イベントでの普及活動協力
　・赤十字が行う災害訓練等への
　  参加協力

③団員の研修訓練
　・赤十字救急法の受講
　（減災セミナー、災害救護セミナー）各種講習（救急法、水上安全法、
　  健康安全支援、幼児安全法など）
　・団主催の災害時支援訓練の実施 など

SERVICESERVICE
その他の活動

BMW Motorrad Club Japan会員で、
ボランティアとして東京都内で活動可能な方。 
※ご自分のバイクを使っての活動となります。



  

約款（定款及び施行細則の一部抜粋）

入会申込みから登録完了までの流れ

■名称、略称について
このクラブは、BMW Motorrad Club Japanであり、BMCJは略称として使
われています。
■このクラブの目的について
このクラブはBMW国際会議公認クラブの一員として、そのクオリティ向
上をオーナーシップの基本に掲げ、それに伴う活動を行うことを目的とし
ます。また、当クラブの管理は一般社団法人BMW Motorrad Club Japanが
行います。
■個人情報の変更に伴う申請について
住所、氏名（婚姻等による名字変更等）、車両保管場所、連絡先などが申し込
み時の情報に対して変更になる場合は、必ず新情報に関する変更申請が必
要になります。
住所等の変更申請がなく、各種案内や会報誌等が返送された場合でも、当
事務局からの確認調査等は一切行いませんのでご了承下さい。また、登録
情報が異なる場合には各種サービスの利用ができなくなる場合がありま
すので、十分ご注意下さい。
■会員資格等の喪失について
・会費の入金がない場合
・入会者本人が死亡した場合
・退会申請が出された時
・除名された時
・このクラブが解散（消滅）したとき
■会員証について
会員は新規入会および更新時に発行される会員証を入会期間中（継続期間
も含む）に保持する必要があります。会員証の提示がないと各種サービス
が受けられない場合がありますので必ず携帯するように十分ご注意下さ
い。また、会員証を紛失した場合の再発行は有料にて承ります。
■新規・継続入会申請に伴う事務手続きについて
毎月の27日までに新規及び継続入会の申請手続きと会費の入金確認がで
きたものは翌月の中旬に会員証を発行いたします。28日以降に新規及び
継続入会の申請手続きと入金確認ができたものは、翌月の27日に会員登
録され、会員証はその翌月の中旬に発行されることになります。

■途中退会について
当クラブを途中退会される場合には事務局へその旨をお知らせ下さい。
途中退会される場合でも会費の返金は致しませんのでご了承下さい。
■クラブの解散（消滅）について
このクラブは、以下の事由により、一般社団法人BMW Motorrad Club 
Japanの社員総会による決議によって、解散する場合があります。
・一般社団法人BMW Motorrad Club Japanが解散や合併などをするに
至った場合
・会員の欠乏
・目的とする活動に関わる事業成功の不能
■約款の変更について
約款が改定された場合は改訂後に入会、または更新される会員から新規の
約款が適用されます。早急な約款変更が求められ、早急な適用が必要な場
合は、変更された約款を全ての会員に同時適用する場合があります。
その場合はダイレクトメールや会報誌などを使い、適時に通知させていた
だきます。
■禁止事項について
以下の行為を行ってはいけません。以下の行為を行った場合は除名される
場合があります。
・BMCJ会員を対象とした特定個人及び団体などの営利事業
※一般社団法人BMW Motorrad Club Japanで承認されたものは除く
・特定の政治活動
・特定の宗教活動
・法令違反をしたクラブ活動等
■免責について
当クラブは各種サービスの利用により発生した会員の損害（他者との間で
生じたトラブルに起因する損害を含む）及び各種サービスを利用できな
かったことによる会員または他者への損害に対し、故意または重大な過失
がない限り、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務も一切負わ
ないものとします。

本約款は2019年8月1日現在のものになります。

切
り
取
り
線

ご希望のプランの年会費を指定の口座、または郵便振替にてお振り込み願います。

入会書類の送付・年会費をお振り込み頂いた時点でBMW Motorrad Club Japan会員登録作業を行い、
毎月27日締めにて登録が完了します。

事務局より会員証とメンバーシップアイテムが送付されます。

登録月の28日午前0時より24時間ロードサービス等の会員特典サービスが利用可能です。
各月の中旬以降に入会申込みをされた方につきましては、会員証の送付が28日以降になる場合がございますので、
会員証がお手元に届き次第ご利用いただけます。

【銀行振込】三井住友銀行　麹町支店(218)　普通口座　9170154
　　　　　一般社団法人　BMW Motorrad Club Japan
※インターネット振込の場合　ｲﾂﾊﾟﾝｼﾔﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘﾕｰ ﾓﾄﾗﾂﾄﾞ ｸﾗﾌﾞ ｼﾞﾔﾊﾟﾝ
【郵便振替】　口座番号：00100-1-291816　口座名：BMCJ

入会申込書に必要事項をご記入の上、BMW Motorrad Club Japan事務局まで郵送、FAXもしくはメールにてお送り下さい。
エマージェンシープラスにご加入の方は併せて車検証のコピーもお送り下さい。
（延長保証の場合は延長保証契約書のコピーもお送り下さい。）
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年　　月  28 日  ～　　　  　年　　月  27 日

お名前

ふりがな

送付先：BMW Motorrad Club Japan 事務局

FAX 03-6272-4759

性　別

住　所

生年月日（西暦） 年 月 日□男性　　□女性

電　話 ご自宅

□スタンダードプラン（年会費10,000円）      □プレミアムプラン（年会費16,000円）
□プレミアムオプションプラン（年会費 18,000円）       □エマージェンシープラスプラン（月額 650円）

（　　　  　）　　    ーー （　　　  　）　　    ーー

E-mail

ビル・マンション・アパート名もご記入ください。

ビル・マンション・アパート名もご記入ください。

※24時間ロードサービス規定における会員区分をご確認の上、ご希望するプランに□をご記入ください。

24時間ロードサービス

□新車 □中古車 モデル名

BMW Motorrad Club Japan エマージェンシープラス加入期間

一般社団法人
BMW Motorrad Club Japan

購入店名

※エマージェンシープラス加入月数はお申込み月の28日からBMW エマージェンシーサービスの切れる直前の27日までの月数となります。残月数が4ヶ月に満たない場合は加入することができませんので予めご了承ください。

〒102-0083 東京都千代田区麹町1-3-23-502　フリーダイヤル：0120-30-1819
Tel：03-6272-4731 Fax：03-6272-4759  平日10:00～18:00（土日祝日は休み）  E-mail：info@bmw-mcj.org

車台番号

■エマージェンシープラスプランにご加入の方は、枠内もご記入ください。

年　　　月　　　日　　～　　　     年　　　月　　　日 

BMWエマージェンシーサービス加入期間（延長保証契約をされている場合は、延長保証終了日まで）

申込月の28日（29日～31日申込みの場合は次月の28日） エマージェンシーサービス終了直前の27日 エマージェンシープラス加入月数※ エマージェンシープラス加入月数※
＝ ヶ月

BMW Motorrad Club Japan エマージェンシープラス加入料金計算式

ヶ月  ×  650円                              円  ＝
1ヶ月分加入料 お振込金額

エマージェンシープラスにご加入の方は、別途車検証のコピー（延長保証の場合は延長保証契約書のコピーも）が必要です

署名欄

ご署名
捺印

私はこの「BMW Motorrad Club Japan」の入会パンフレットに記載されている「約款」を確認（同意）した上で本クラブに入会いたします。

車両保管場所住所 車両保管場所住所とは、ご自宅以外で該当車両を保管されている場合の住所になります。
ロードサービス規定に該当する住所になりますので必ずご記入下さい。

。いさだく入記ごと」上同「、は合場じ同と所住の）所住の載記記上（宅自ごが所住所場管保両車

BMW Motorrad Club Japan入会申込書

わたしたちは日本赤十字社の
活動を支援しています。

携帯
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