
2008 年度 ORC クラブならびに IMS 証書更新について 

2008/02/10 

日頃から外洋艇計測にご協力頂き誠にありがとうございます。 

皆様のおかげで 2007 年度も ORC クラブ 310 枚、IMS50 枚と前年並みの証書を 

発行することが出来ました。 

現在皆様がお持ちの ORC クラブならびに IMS 証書は 2008 年 3 月 31 日に有効期 

限を迎え毎年更新が必要になっております。 
2008 年度の更新作業についてご説明させていただきます。 

基本的にはオーナーの皆様にお願いする手続きに大きな変更はございません。 

数値の変更を希望しない場合、IMS の 2007 年以前の証書を更新申請すると 
ORC International（ORCI）2008 の証書が発行されます。通常は新たな計測 

やデータの申告は必要有りません。 

日程 3 月 1 日より更新の申し込みを受け付けます。 
3 月 20 日より、4 月 10 日まで更新作業を優先します。 

この間も新規ならびに変更申請も受け付けますが、更新を優先するため 

新規や変更が遅くなる可能性もございます。 
4 月初めに証書を必要とする新規、変更の方は 3 月 20 日以前に 
2007 年版を取得後、更に更新を申請することをお勧めします。 

4 月 01 日；更新プログラムの到着時期プログラム本体のバグなどの問題がな 

ければ 2008 年度計測証書発送開始の予定です。 

申し込み方法など 

更新は 2007 年度の証書からばかりでなく、艇、セールデータなどに 

変更がなければそれ以前の証書からも 2008 年版に更新できます。 昨年はレース 

に出なかったけれど今年は参加しようかというオーナー様大歓迎です。 

＊計測料金―――ORC クラブ計測料金改定のお願い 
ORC 本部に納入するレビーも毎年値上げされております。昨年からＯＲＣ本社 

に支払うレビーは IMS50 ユーロ/証書 1 枚あたり、ORC クラブ 40 ユーロ/証書 1 枚 

あたりになっております。 

昨年はＯＲＣクラブの料金を据え置いておりましたが運営上 やむを得ずＯＲＣク 

ラブの料金を改定することになりました。サービス向上と併せてご理解いただきた 

いと存じます。詳しくは料金表をご参照ください。 
2008 年度料金 更新 変更 新規 試算 
ORCI 
申し込み料 

￥22000 
体重変更可 

￥28000 ￥40000 ￥10000 

ORC クラブ ￥13000 ￥20000（変更更新） 

￥15000（年度内変更) 
￥25000 ￥10000 

ORCI 体重変更￥23000 ワンデザイン計測￥35000 詳しくは ORCI 計測料金表参照



2008 年新設特別料金 

★現に有効な ORC クラブ証書の年度途中での証書内容 変更料金を 15000 円とし 

ます。 

ORC クラブ 
＊外洋系加盟団体に所属している艇は従来どおり加盟団体にお申し込みください。 

更新手数料 13000 円は、加盟団体指定口座にお振込みください。セール 

データなど変更がある場合は変更申請になり、手数料は 20000 円になり 

ます。 

申請方法などは加盟団体担当者にお尋ね下さい。 

申込書は加盟団体ホームページなどよりダウンロードしてください。 
http://www.orcan.org/ 加盟団体にない場合はご利用ください。 

申込先 外洋三崎 FAX：0449464481 
振り込み口座 みずほ銀行 大井町支店 普通 口座番号：１７５２５９５ 

口座名：JSAF 外洋三崎支部 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＊所属の加盟団体が ORC クラブの計測を取り扱わない行わない場合には 

直接ＯＲCAN 計測事務局へご連絡ください。 

＊外洋系加盟団体に所属していない艇、もしくはセール番号をお持ちで 

ない艇に関しては ORCＡＮ計測事務局に直接お問い合わせください。で 

きるだけ Email をご利用ください。 
Email mcjimukyoku@orcan.org 
TEL 09054147115 FAX0334876183（08:00～23：00 に限る） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ORC-I(旧 IMS) 
●申し込み窓口 日本 ORC 協会計測事務局 直接 

申込書入手 http://www.orcan.org/ 
申込書 FAX 送付先 0334876183（08:00～23：00 に限る） 
FAX 送付後 mcjimukyoku@orcan.orgこちらに申請済みのメールを入 

れていただくと確実かと思います。FAX の通信エラーに対応するため 

振込口座 IMS 用です。 みずほ銀行 北沢支店 普通 1043794 
口座名 ORCJ 計測 IMS セキネテルヒサ 

必ず艇名でお振り込み下さい。 

更新手数料 22000 円 については変更のない更新 

但しクルー体重のみ変更できます。 

＊変更がない場合 IMS 証書から更新申請していただくと自動的に ORCI 証書 

が発行されます。特別に ORCI の申し込みをするする必要はありません。 

その他計測料金などは ORCAN ホームページをご覧下さい。 
http://www.orcan.org/ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

http://www.orcan.org/
mailto:mc-jimukyoku@orcan.org
http://www.orcan.org/
mailto:mc-jimukyoku@orcan.org
http://www.orcan.org/


＊試算 

＊ORCI 並びに ORC クラブどちらもお受けします。ジブの LP を増やしたらどうなるだろ 

うかとか、メインを切ったらどうなるだろうかとか、試しに計算することが出来ます。 

申込先 ORCI と同じ、日本 ORC 協会に直接お申し込みください。 

申込書 FAX 送付先 0334876183（08:00～23：00 に限る） 
FAX 送付後 mcjimukyoku@orcan.orgこちらに申請済みのメールを入 

れていただくと確実かと思います。FAX の通信エラーに対応するため 

振込口座です。 みずほ銀行 北沢支店 普通 1043794 
口座名 ORCJ 計測 IMS セキネテルヒサ 

料金、IMS、ORC クラブともに￥10000 

1 度に数カ所の数値を変えて計算しても￥10000 ですが、同じところの変更を 
2 つ計算すると 2 枚扱い￥20000 円になります。 

例 

＊ジブ LP を 145％から 130％に 

メイン E を 3.200ｍから 3.150ｍにした値 この場合は 1 枚で 10000 円 

＊ジブ LP を 145％から 135％にした値と 140％にした値 2 枚で￥20000 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

その他 

通常 ORC クラブの場合、 全てのデータがそろって計算室に回ってから 3 週間で証 

書が発行されます。郵送時間などを含めるとほぼ１ヶ月かかる場合があります。事 

務局では短縮につとめており 2007 年は平均的には１０～１４日で、 発行できるよう 

になりました。しかしながら４,5 月に１年の７０％程度の作業が集中するためこの 

時期は皆様のご希望にお応え切れない場合もございます。 

皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

●特にゴールデンウィークのレース予定のある艇に関しては３月中の更新申請を強 

くお願い申し上げます。 

●更新をしていない旧証書を使ってレースをすることは国際的ルール違反です、レ 

ースを運営する場合もご注意ください。 

★割引料金について 

１，有効な ORC クラブの証書をもっている艇のオーナー変更、は今年も変わらず 

￥18000 円です。年度途中で中古艇を購入の場合や、共同オーナーの代表者変更な 

どにご活用ください。 

２，有効な ORCI 証書を取得している艇が新たに ORC クラブを取得する場合も 

￥18000。ORCI 艇だけのクラスがないレースに参加するときなどお気軽にご利用 

ください。 

そのほか申込書などは日本 ORC 協会のホームページに掲載予定です。 
http://www.orcan.org/
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