
お申込み方法

走りの楽しさは
、ここにある。

ハイブリッドカーの
実力を、

サーキットで体感
！
in
鈴鹿

＆も
てぎ

http：//www.honda-crz-se.jp/Honda Sports & Eco Program
公式WEBサイト

プログラムの最新レポートはfacebookへ！
https://www.facebook.com/HondaSportsEcoProgram

Ecoでスポーツする 検索詳しくは ▶▶▶
最新情報やプログラムの詳細はWEBで配信中!!

Honda
Sports & Eco Programとは？

つの魅力
モータースポーツ初心者も大歓迎！

鈴鹿・もてぎで憧れのサーキット走行

本格レース仕様のCR-Zをレンタル

レベルに合わせた豊富なプログラム

講師は経験豊富なプロドライバー

各種ライセンス取得が可能

Honda Cars でのお申込みで割引
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Honda Sports & Eco Programの
公式WEBサイトにアクセス。

サイト内のお申込みページで、専用のお申込み
書をダウンロードし、プリントアウト。

必要事項をご記入いただき、
Honda Cars店頭へお持ちください。

①Honda Carsのお店でお申込み

②公式WEBサイトからお申込み

Honda Sports & Eco Programの
公式WEBサイトにアクセス。

参加受理票をお届けした際の代金引換決済のみとなります。お支払い
方法

公式WEBサイトからお申込みの場合は、お申込み時の
クレジットカード決済、または、参加受理票をお届けした際の
代金引換決済となります。

お支払い
方法

「Honda Sports & Eco Program 公式WEBサイト」

http://www.honda-crz-se.jp/

詳細は、公式WEBサイト内のお申込みページをご確認ください。

サイト内のお申込みページから
オンラインでお申込みください。
※初めての方は会員登録が必要です。

お問い合わせ先

本プログラムは、本田技研工業株式会社の後援の下、株式会社モビリティランドと、株式会社M-TECが共同で運営を行います。

Honda S&E 事務局（無限/株式会社M-TEC内）
〒351-8586  埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
Tel.048-462-3131  Fax.048-462-3121

info＠honda-crz-se.jp

Ecoでスポーツする

TWIN RING MOTEGI

SUZUKA CIRCUIT

ビッグレースのサポートイベントで
レースデビュー

ハイブリッド・スポーツ 「CR-Z」 のレース仕様車をレン
タルして、モータースポーツを体験！
普通自動車免許があれば、誰でも参加できます。やが
ては国内屈指の名門サーキットでレース走行もできる、
Hondaならではの夢のドライビングプログラムです。
速さと環境性能を両立する、新たな走りの楽しさを、
あなたも体感してみませんか？

開催日の10日前にHonda S&E 事務局から
「参加受理票」をご郵送。

全国のHonda Carsまたは「Honda Sports & Eco 
Program」公式WEBサイトからお申込みいただけます。

開催日の10日前にHonda S&E 事務局から
「参加受理票」をご郵送。

Honda Carsのお店で
お申込みいただくと、

割引料金が適用されます。

2015



Honda Sports&Eco Program

レンタル車両について 経験豊富な講師陣舞台となるコース

初級から順に、ステップアップしていく方式なので、
スキル・経験に合ったプログラムを楽しみながら体験。
スポーツドライビングの基礎からレースデビューまで、
「モータースポーツ」の世界へご案内いたします。

初心者から上級者まで楽しめる、4段階のドライビングスクールと、練習会を設定。さまざまなドライビング
スキルに対応しているので、モータースポーツを一通りご体験いただける充実のプログラムです。

CR-Z10リッターチャレンジに向けて、レースでのスタート進行やバトルの方法など、より
実践的なドライビングテクニックとルール、マナーについて学びます。JAF国内Aライセンス
取得のための講習も実施します。

鈴鹿サーキットまたは、ツインリンクもてぎのサーキットライセンス取得後に参加できる
コースです。スポーツ走行枠の中で、納得いくまで走りこみます。

本格的なレース仕様車両をレンタルして、心ゆくまで走れます。
６MT車に加えCVT車もご用意。万一の事故からドライバーを守る安全装備と、
サーキットを速く走るためのレーシングパーツを備えています。

●オーバーテイクシステム
※ステアリングのパドル操作で、IMAによる
　モーターアシストを一時的に増大させます。

レーシングドライバーやモータージャーナリストからなる
プロドライバー講師と、サーキットインストラクターが
講師を担当します。実績と経験のある講師陣が、お客様を
お迎えします。

このプログラムは、普通自動車免許さえあれば
誰でも参加OK! ドライビング本来の楽しさを体感
しながら、基本を身につけられるので、初心者の
方も安全に、効率的に、かつ速く走れるように
なります。サーキットでお待ちしています！

道上 龍 講師

プロドライバー講師に関する最新情報は、公式WEBサイトでご案内しています。

【Honda Sports & Eco Program インストラクター】

Hondaのモータースポーツを担う
トップレーシングドライバーの招聘を予定しています。

鈴鹿サーキット ツインリンクもてぎ

日本屈指の名門コース。鈴鹿サーキット（三重県）・ツインリンク
もてぎ（栃木県）が舞台。まずはショートコースから練習をスタート。
中級のプログラムからは、フルコースを走行できます。

フルコース：4.801kmフルコース：5.807km 

南コース：1.264km 南コース：1.265km

レーシングドライバー

●ロールケージ 
●専用サスペンション 
●エコアシスト メーター 
●フルバケットシート

●エアロパーツ 
●オーバーテイクシステム 
●4点式シートベルト 
●専用エキゾーストシステム

装備内容

●エコアシストメーター
※Lapあたりの燃費とタイム、充電量、回生量、
　燃料消費量などを表示できる多機能専用
　メーター。

過去のモータースポーツ参加経歴によっては、中・上級プログラムに直接参加
することもできます。

スポーツドライビング未経験者・初級者の方のための基礎コース。スポーツドライビングに必要な車両の基本
操作と、その応用を学びます。安全に止まるためのブレーキング、的確なステアリングワークが習得できます。

Basic１

基礎コースから一歩進んで、複合コーナーでのレッスンを重ねながら、基本テクニックを応用していきます。
サーキット走行に必要な安全のルールやマナーについても受講し、修了時にはサーキットライセンスの
取得も可能です。

Basic2

いよいよフルコースを走ります。プロドライバーをお手本にみっちりと走りこみながら、これまで学んだテク
ニックに磨きをかけます。サーキットの基本的な走り方、効率を意識したスポーツドライビングが習得できます。 

Basic3

操る楽しさプログラム（体験：1日～）

CR-ZベーシックスクールCR-Zベーシックスクール

CR-Z アドバンススクールCR-Z アドバンススクール

CR-Z 練習会CR-Z 練習会

いよいよ、観衆が見守るなかでレースデビューです。単純に速さを競う
だけではない、Ecoを競う2つの競技があります。「環境とスポーツドライ
ビングの両立」を目指した、Hondaならではの知的なプログラムです。

CR-Z Ecoチャレンジ

決められた基準タイム内で、いかに燃費よく走るかを競います。
スポーツドライビング初心者でも参加が可能。習熟度によりハンディ
キャップを設定します。

CR-Z 10リッターチャレンジ

決められたガソリン量で8周のレースを行います。燃費に注意しないと
途中でガス欠になることも・・・。いかに上手く燃費をマネージメントして、
他車より速く走りきるかを競います。レース形式で他車とのバトルも
楽しめます。SUPER GTやSuper Formulaなど国内最高峰レースの
サポートレースとして開催されます。

晴れ舞台プログラム（体験：1～２日）

CR-Z Ecoチャレンジ

CR-Z 10リッターチャレンジ

CR-Zベーシックスクール Basic 1、Basic 2
CR-Z ベーシックスクール Basic 3、CR-Z アドバンススクール、
CR-Z 10リッターチャ レンジ、CR-Z Eco チャレンジ

南コース： 
フルコース ： 

鈴鹿サーキット：交通教育センター（STEC） インストラクター
ツインリンクもてぎ：Active Safety Training Park（ASTP） インストラクター

乞う
ご期待！

初
級

中
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上
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Honda Sports & Eco Program
新料金プラン

もっと気軽に
体験できる！

DIC219

参加者の声！

外岡 宏長さん

このプログラムで、
夢だったレースデビューが叶いました。

Honda らしい Ecoとスポーツの両立も、
とても楽しいです！

松井 靖子さん

子育て後に始めたサーキット走行。
憧れの鈴鹿サーキットを舞台に、

CR-Zでレースデビュー！

公式WEBサイトから
お申込みの際の料金プログラム内容

CR-Z アドバンススクール

CR-Z 練習会

CR-Z Ecoチャレンジ

CR-Z 10リッターチャレンジ

Basic 1

Basic 2

Basic 3

税込 ￥56,160
（消費税8％抜き ￥52,000）

税込 ￥64,800
（消費税8％抜き ￥60,000）

税込 ￥88,560
（消費税8％抜き ￥82,000）

税込 ￥88,560
（消費税8％抜き ￥82,000）

税込 ￥29,160
（消費税8％抜き ￥27,000）

税込 ￥88,560
（消費税8％抜き ￥82,000）

税込 ￥216,000
（消費税8％抜き ￥200,000）

Honda Carsから
お申込みの際の
割引料金

税込 ￥31,320
（消費税8％抜き ￥29,000）

税込 ￥41,040
（消費税8％抜き ￥38,000）

税込 ￥68,040
（消費税8％抜き ￥63,000）

税込 ￥68,040
（消費税8％抜き ￥63,000）

税込 ￥25,920
（消費税8％抜き ￥24,000）

税込 ￥70,200
（消費税8％抜き ￥65,000）

税込 ￥162,000
（消費税8％抜き ￥150,000）

CR-Z
ベーシックスクール

ご好評にお応えして、より多くのお客様にモータース
ポーツの楽しさをご体験いただき、レースへのステップ
アップを叶えていただける2015新料金プラン
を設定いたしました。
Honda Carsのお店からお申込みいただくと、とっても
お得な割引料金でご参加いただけます。

この機会に
モータースポーツに
チャレンジしてみよう!

裏



ご好評・ご要望にお応えして、土日も開催！
2015年Honda Sports & Eco Program

開催カレンダー

定員数 併催イベント開催日程プログラム内容

鈴鹿サーキット 

スーパー耐久シリーズ
2015 第6戦

鈴鹿クラブマンレース第2戦

2月27日

2月28日

3月2日

3月12日

3月29日

8月17日

8月18日

8月26日

9月1日

10月12日

10月13日

10月23日

10月24日

（金）

（土）

（月）

（木）

（日）

（月）

（火）

（水）

（火）

（月）

（火）

（金）

（土）

定員数 併催イベント開催日程プログラム内容

ツインリンクもてぎ

ベーシックスクール Basic 1

ベーシックスクール Basic 2

ベーシックスクール Basic 3

アドバンススクール

CR-Z Eco チャレンジ

ベーシックスクール Basic 1

ベーシックスクール Basic 2

ベーシックスクール Basic 3

アドバンススクール

ベーシックスクール Basic 1

ベーシックスクール Basic 2

ベーシックスクール Basic 3

練習会＊1

CR-Z 10リッターチャレンジ

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

14

16 2015 SUPER GT Round8
もてぎ GT 250kmレース

もてぎチャンピオンカップレース
第3戦

5月5日

5月6日

5月18日

6月2日

6月14日

7月4日

7月5日

7月27日

7月28日

10月31日

11月3日

11月4日

11月13日

11月14日

（火）

（水）

（月）

（火）

（日）

（土）

（日）

（月）

（火）

（土）

（火）

（水）

（金）

（土）

※上記日程は予告無く変更になる場合があります。
＊1：各サーキットのスポーツ走行枠や、レースイベント前の特別走行枠を利用した練習走行です。開
催数や開催日は、随時公式WEBサイトでご案内いたします。

ベーシックスクール Basic 1

ベーシックスクール Basic 2

ベーシックスクール Basic 3

アドバンススクール

CR-Z Eco チャレンジ

ベーシックスクール Basic 1

ベーシックスクール Basic 2

ベーシックスクール Basic 3

アドバンススクール

ベーシックスクール Basic 1

ベーシックスクール Basic 2

練習会＊1

CR-Z 10リッターチャレンジ

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

14

16

表


