
2009 年度 ORC クラブならびに ORC-I 証書更新について      

     2009/02/22 
現在皆様がお持ちの ORC クラブならびに ORC―I 証書は 2009 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。 
 
2009 年度の更新作業について以下の様になります。 
 

日程 3 月 1 日より更新の申し込みを受け付けます 
（ORC-クラブは加盟団体での受付開始）。 

   3 月 20 日より、ORCAN 事務局の更新作業を開始します。 
   4 月 1 日 2009 年度計測証書発送開始の予定です。 
申し込み方法など 
   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 2009 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 
言うオーナー様大歓迎です。 
★2009 年度は新たにパーフォーマンス・パッケージ並びに、スタビリティー・

データシートをご希望の方に発行いたします。（別料金） 
    自艇、他艇の性能分析などにご利用下さい。 
 

＊証書発行料金  
  ORC 本部に納入するレビーも度々値上げされております。2009 年は 
ＯＲＣ本社に支払うレビーは ORC-I 70 ユーロ/証書 1 枚あたり、ORC クラブ

42ユーロ/証書 1枚あたりになりましたが ORCAN料金は据え置きいたします。 
2009 年度料金 更新 変更 新規 試算 
ORCI申し込み料 ￥22000 ￥30000＊注１ ￥40000 ￥10000 
ORC クラブ ￥13000 ￥20000＊注 2 ￥25000 ￥10000 
 注１＊同時にORCクラブ証書発行を希望しない時は¥28000（割引き料金2項参照） 

注２＊年度内変更（有効な証書より数値などを変更する場合）は¥15000 
その他 

ORC-I 体重変更￥23000 ワンデザイン計測￥35000 
    パーフォーマンス・パッケージ ¥3000 （ORC-I ORC-C） 
    スタビリティーデータシート  ¥1000 （ORC-I ORC-C） 

証書コピー¥1000/1 枚         （ORC-I ORC-C） 
 

★2009 年度 ORC-I 証書の新規取得時、更新、変更時には、ORC クラブ証書を

無料で発行いたします。（取得したORC-I証書のデータによるORCクラブ証書） 
詳しくは割引料金 2 項参照 
 
 



 
＊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 
 
★2009 年 ORC-クラブ 特別処理 
セールデータなど変更がある場合は変更申請になりますが 2009 年 IMS ルー

ル変更に伴い、新 ERS 計測数値を申請する場合は 2009 年度の更新時に限

り変更料金は不要となり更新料金のみで受け付けます。 
★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。 
★申請には 必ず メールアドレスを 記入ください、今後の ORC
ニュースなど最新情報を メールマガジンで 発送します。★ 

申込先  外洋三崎事務局 FAX 03-3973-4448 又は 
E-mail: misaki-office@jsaf.or.jp 

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 

ない艇に関しては日本セーリング連盟との契約で証書発行を原則的

に行わない事となっています。ORCＡＮ計測事務局に直接お問い合

わせください。 
E-mail mc-jimukyoku@orcan.org  
TEL 090-5414-7115 FAX03-3487-6183（08:00～23：00 に限る） 

  
＊ORC-I 
     ●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 03-3487-6183（08:00～23：00 に限る） 
     FAX 送付後 mc-jimukyoku@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（ORC-I）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 

      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。 
 

★2009 年 ORC―I 特別 処理 
2009 年 IMS ルール変更に伴い、新 ERS 計測数値を申請する場合は  
2009 年度の更新時に限り変更料金は不要となり更新料金のみで受け付けます。 

 



 
 
＊試算  

ORC-I ORC-Cともに申し込み、振込は直接日本ORC協会にお願いします。 
申込先 IFAX 送付先 03-3487-6183（08:00～23：00 に限る） 

     FAX 送付後 mc-jimukyoku@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 
      

試算の振込口座です。 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、ORC-I、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 になります。 
 
 
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 2008 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。 
２，2009 年度は ORC-I 証書を新規取得、更新、変更する艇について 
＊ORC-I と同じ内容の ORC クラブ証書を自動的に発行します、 別に ORC-

クラブ料金は必要ありません。不要の場合は申し込み時にお知らせ下さい。 
＊変更時に ORC クラブ証書同時発行が不要の場合は通常料金¥30000 のとこ

ろ割引料金¥28000 になります。 
 ＊ORC-I証書と内容が異なる ORC-C証書を 2008 年から更新する場合は 別

に ORC-C 証書の更新をしてください。（通常料金） 
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/ 
 


