
オ

オオ

オ

①　参加のし方を選択

①　参加のし方を選択①　参加のし方を選択

①　参加のし方を選択✔

✔✔

✔　　

　　　　

　　

内容がわからない方は裏面に見てください！

内容がわからない方は裏面に見てください！内容がわからない方は裏面に見てください！

内容がわからない方は裏面に見てください！

①　参加のし方を選択

①　参加のし方を選択①　参加のし方を選択

①　参加のし方を選択✔

✔✔

✔

内容がわからない方は裏面に見てください！

内容がわからない方は裏面に見てください！内容がわからない方は裏面に見てください！

内容がわからない方は裏面に見てください！

①　参加のし方を選択

①　参加のし方を選択①　参加のし方を選択

①　参加のし方を選択✔

✔✔

✔　　

　　　　

　　

　

　　

　ＦＡＸでお申し込み

ＦＡＸでお申し込みＦＡＸでお申し込み

ＦＡＸでお申し込みされた方は、

された方は、された方は、

された方は、

　当日この

　当日この　当日この

　当日この原本

原本原本

原本を必ずご提出下さい。

を必ずご提出下さい。を必ずご提出下さい。

を必ずご提出下さい。

□　1週間以内のお申込みは＋2,000円となります。

②　申し込み期間

②　申し込み期間②　申し込み期間

②　申し込み期間✔

✔✔

✔

開催サーキット走行経験選択

開催サーキット走行経験選択開催サーキット走行経験選択

開催サーキット走行経験選択✔

✔✔

✔

受付時間を選択

受付時間を選択受付時間を選択

受付時間を選択✔

男　・　女

年齢

〒（　　　　-　　　　　　）

　□初めて　　□初めてではないが慣れていない。

　□何度も走っている。　　（ベストラップ　　　分　　　秒）

内容がわからない方は裏面に見てください！

内容がわからない方は裏面に見てください！内容がわからない方は裏面に見てください！

内容がわからない方は裏面に見てください！

　　□　受付①　　9：00～ 9：30

受付①　　9：00～ 9：30受付①　　9：00～ 9：30

受付①　　9：00～ 9：30

□HSR九州　/　エンジョイスクール

□SPA直入　/　ライディングレッスン

□オートポリス　/　ライディングレッスン

□　1週間以内のお申込みは＋2,000円となります。

②　申し込み期間

②　申し込み期間②　申し込み期間

②　申し込み期間✔

✔✔

✔

住所

住所住所

住所

連絡先

連絡先連絡先

連絡先

　　　　歳

　□あり

　□なし

②　申し込み期間

②　申し込み期間②　申し込み期間

②　申し込み期間✔

✔✔

✔

　

西暦　　　　年　　月　　　日　/　　　型

名前

名前名前

名前

性別

　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　（　続　　　柄　）

行きつけのショップ

　　　　　　　　　　□なし　　

オートポリスのお申込み

オートポリスのお申込みオートポリスのお申込み

オートポリスのお申込み

オートポリスはクラス分けが有りません

オートポリスはクラス分けが有りませんオートポリスはクラス分けが有りません

オートポリスはクラス分けが有りません

希　望　ク　ラ　ス選択

希　望　ク　ラ　ス選択希　望　ク　ラ　ス選択

希　望　ク　ラ　ス選択✔

✔✔

✔　　（ＳＰＡ直入／ＨＳＲ九州）

　　（ＳＰＡ直入／ＨＳＲ九州）　　（ＳＰＡ直入／ＨＳＲ九州）

　　（ＳＰＡ直入／ＨＳＲ九州）

 　　　　□

 　　　　□ 　　　　□

 　　　　□　Aクラス　

　Aクラス　　Aクラス　

　Aクラス　　　　 　　　　　　□　

　　　 　　　　　　□　　　　 　　　　　　□　

　　　 　　　　　　□　B１クラス

B１クラスB１クラス

B１クラス　 　　　　  　　□　

　 　　　　  　　□　　 　　　　  　　□　

　 　　　　  　　□　B2クラス

B2クラスB2クラス

B2クラス

　　　

　　　　　　

　　　　【元気良く走る】　      　　　　　　　 　

　      　　　　　　　 　　      　　　　　　　 　

　      　　　　　　　 　  【そこそこ走る】           　　　　　【のんびり走る／コースに慣れていない】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

固定電話：

２０１５年

　　　月　　日

フリガナ

フリガナフリガナ

フリガナ

生年月日／血液型

参加車両

参加車両参加車両

参加車両

スクール参加経験

スクール参加経験スクール参加経験

スクール参加経験

携帯：

緊急連絡先

　□　スクール参加

スクール参加スクール参加

スクール参加　・・・・・・・・・・・・【15,000円】

【15,000円】【15,000円】

【15,000円】

　

　　

　□　走行のみに参加　

走行のみに参加　走行のみに参加　

走行のみに参加　・・・・・・・・・【12,000円】

【12,000円】【12,000円】

【12,000円】

　□　お気軽スクールに参加　

お気軽スクールに参加　お気軽スクールに参加　

お気軽スクールに参加　・・・・【6,000円】

【6,000円】【6,000円】

【6,000円】

  

    

  □　ユースライダー5,000円引き　（～17才か高校生まで）

開

開開

開

催

催催

催

日

日日

日

　□　スクール参加

スクール参加スクール参加

スクール参加　・・・・・・・・・・・・【16,500円】

【16,500円】【16,500円】

【16,500円】

　

　　

　□　走行のみに参加 

走行のみに参加 走行のみに参加 

走行のみに参加 ・・・・・・・・・・【13,500円】

【13,500円】【13,500円】

【13,500円】

HSR九州のお申込み

HSR九州のお申込みHSR九州のお申込み

HSR九州のお申込み SPA直入のお申込み

SPA直入のお申込みSPA直入のお申込み

SPA直入のお申込み

□　1週間以内のお申込みは＋2,000円となります。

　□　スクール参加

スクール参加スクール参加

スクール参加　・・・・・・・・・・・・【15,000円】

【15,000円】【15,000円】

【15,000円】

　

　　

　□　走行のみに参加　

走行のみに参加　走行のみに参加　

走行のみに参加　・・・・・・・・・【12,000円】

【12,000円】【12,000円】

【12,000円】

　□　お気軽スクールに参加　

お気軽スクールに参加　お気軽スクールに参加　

お気軽スクールに参加　・・・・【6,000円】

【6,000円】【6,000円】

【6,000円】

　

　　

　□　ユースライダー5,000円引き　（～17才か高校生まで）

　　□　受付①　　8：00～ 8：30

受付①　　8：00～ 8：30受付①　　8：00～ 8：30

受付①　　8：00～ 8：30

受付時間を選択

受付時間を選択受付時間を選択

受付時間を選択✔

✔✔

✔

受付時間を選択

受付時間を選択受付時間を選択

受付時間を選択✔

R S G イ ベ ン ト 参 加 申 込 書 注

□

年間パスポート

の方

□

搬送サービス　《 RSG⇒サーキッ ト》　　《 サーキット　⇒　RSG 》

□　片道　2,000円

作業のための搬送片

道1500円

2000円

①＋②＋③＋④+⑤

参

参参

参

加

加加

加

　□　銀行振り込み

⇒　　レンタルツナギ　【2,000円】

　注！！　サイズなど電話予約が必要。

身長

ｃｍ

エアバックレンタル

脛まで隠れるブーツが必要です

ツナギレンタルの方はお貸しします。

□　コースライセンスを持っている。〔500円引き〕

〔500円引き〕〔500円引き〕

〔500円引き〕

⑤  その他

⑤  その他⑤  その他

⑤  その他

④　皮製の装備

④　皮製の装備④　皮製の装備

④　皮製の装備✔

✔✔

✔

（グローブも皮製の物が必要です！）

□有り

イベントでの怪我を保障します。　詳しくは裏面をご覧ください⇒裏

　　　ご注意！！

　　　ご注意！！　　　ご注意！！

　　　ご注意！！

　　　裏面の誓約書にも

裏面の誓約書にも裏面の誓約書にも

裏面の誓約書にも

宛先／住所／お問い合わせ

宛先／住所／お問い合わせ宛先／住所／お問い合わせ

宛先／住所／お問い合わせ

□なし

RSGスポーツ保険制度有り

体重

ｋｇ

◆

◆◆

◆一つだけに

一つだけに一つだけに

一つだけにチェックを入れて下さい。

チェックを入れて下さい。チェックを入れて下さい。

チェックを入れて下さい。

　□　ライン先導とその場でのレクチャー

　□　愛車診断（インスト試乗）

　□　希望メニューなし

  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　　≪プラスの有料メニュー≫

≪プラスの有料メニュー≫≪プラスの有料メニュー≫

≪プラスの有料メニュー≫

　□　コメント入りビデオ撮影　【3,000円】

　　　⇒　《　DVD希望　　ブルーレイ希望》

　□　愛車診断中のインストをビデオ撮影【5,000円】

　□　ライディング検定【6000円】　1級～9級

　　　　（他サーキットで中級（4～6級）に合格した方）

ブーツサイズ

④　ライセンスの有無

④　ライセンスの有無④　ライセンスの有無

④　ライセンスの有無✔

✔✔

✔

ｃｍ

　□　コメント入りビデ撮影　【3,000円】

　　　⇒　《　DVD希望　　ブルーレイ希望》

　□　愛車診断中のインストをビデオ撮影【5,000円】

　□　ライディング検定【6,000円】　1級～9級

　□　コメント入りビデオ撮影　【3,000円】

　　　　《　DVD希望　　ブルーレイ希望》

　□　愛車診断中のインストをビデオ撮影【5,000円】

　□　ライディング検定【6000円】　1級～9級

        <スクール初参加の方は必ず受付①で！＞

　　□　受付②　10：30～11：00

受付②　10：30～11：00受付②　10：30～11：00

受付②　10：30～11：00

　　　＜走行のみの方や、スクールでも午前中のメニューに

　　　　参加しない方はこちらでもOK！＞

③　

③　③　

③　スクールの方・走行中メニューを選択

スクールの方・走行中メニューを選択スクールの方・走行中メニューを選択

スクールの方・走行中メニューを選択✔

✔✔

✔

③　走行のみの方　

③　走行のみの方　③　走行のみの方　

③　走行のみの方　〈有料オプションメニュー〉

◆

◆◆

◆一つだけに

一つだけに一つだけに

一つだけにチェックを入れて下さい。

チェックを入れて下さい。チェックを入れて下さい。

チェックを入れて下さい。

　□　ライン先導とその場でのレクチャー

　□　愛車診断（インスト試乗）

　□　希望メニューなし

  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　≪プラスの有料メニュー≫

≪プラスの有料メニュー≫≪プラスの有料メニュー≫

≪プラスの有料メニュー≫

　□　コメント入りビデオ撮影　【3,000円】

　　　⇒　《　DVD希望　　ブルーレイ希望　》

　□　愛車診断中のインストをビデオ撮影【5,000円】

　□　ライディング検定【6,000円】　1級～9級

③　走行のみの方　

③　走行のみの方　③　走行のみの方　

③　走行のみの方　〈有料オプションメニュー〉

③　走行のみの方　

③　走行のみの方　③　走行のみの方　

③　走行のみの方　〈有料オプションメニュー〉

　□　コメント入りビデオ撮影　【3,000円】

　　　⇒　《　DVD希望　　ブルーレイ希望》

　□　愛車診断中のインストをビデオ撮影【5,000円】

　□　ライディング検定【6,000円】　1級～9級

③　スクールの方・走行中メニューを選択

③　スクールの方・走行中メニューを選択③　スクールの方・走行中メニューを選択

③　スクールの方・走行中メニューを選択✔

✔✔

✔

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　ご注意！！

ご注意！！ご注意！！

ご注意！！

 

  

 この参加申込書と一緒に「HSR九州モータース

この参加申込書と一緒に「HSR九州モータースこの参加申込書と一緒に「HSR九州モータース

この参加申込書と一緒に「HSR九州モータース

 ポーツイベント参加申込書」も提出して下さい。

 ポーツイベント参加申込書」も提出して下さい。 ポーツイベント参加申込書」も提出して下さい。

 ポーツイベント参加申込書」も提出して下さい。

　　　　　　（RSG HPでダウンロード出来ます）

　　　　　　（RSG HPでダウンロード出来ます）　　　　　　（RSG HPでダウンロード出来ます）

　　　　　　（RSG HPでダウンロード出来ます）

◆〒811－1242　福岡県筑紫郡那珂川町西隈4‐9‐5

◆ＦＡＸ　092-951-2288　　◆TEL　092-951-2299

入金方法を選択

入金方法を選択入金方法を選択

入金方法を選択✔

✔✔

✔

◆

◆◆

◆一つだけに

一つだけに一つだけに

一つだけにチェックを入れて下さい。

チェックを入れて下さい。チェックを入れて下さい。

チェックを入れて下さい。

　□　ライン先導とその場でのレクチャー

　□　タンデム走行

　□　愛車診断（インスト試乗）

　□　希望メニューなし

  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　　≪プラスの有料メニュー≫

≪プラスの有料メニュー≫≪プラスの有料メニュー≫

≪プラスの有料メニュー≫

　□　コメント入りビデオ撮影　【3,000円】

　　　⇒　《　DVD希望　　ブルーレイ希望》

　□　愛車診断中のインストをビデオ撮影【5,000円】

　□　ライディング検定【6000円】　1級～9級

        <スクール初参加の方は必ず受付①で！＞

　　□　受付②　10：30～11：00

受付②　10：30～11：00受付②　10：30～11：00

受付②　10：30～11：00

　　　＜走行のみの方や、スクールでも午前中のメニュー

　　　　　に参加しない方はこちらでもOK！＞

　　□　受付①　　8：30～ 9：00

受付①　　8：30～ 9：00受付①　　8：30～ 9：00

受付①　　8：30～ 9：00

        <スクール初参加の方は必ず受付①で！＞

　　□　受付②　10：30～11：00

受付②　10：30～11：00受付②　10：30～11：00

受付②　10：30～11：00

　　　＜走行のみの方や、スクールでも午前中のメニュー

　　　　　に参加しない方はこちらでもOK！＞

受付時間を選択

受付時間を選択受付時間を選択

受付時間を選択✔

③　

③　③　

③　スクールの方・走行中メニューを選択

スクールの方・走行中メニューを選択スクールの方・走行中メニューを選択

スクールの方・走行中メニューを選択✔

✔✔

✔

加

加加

加

料

料料

料

金

金金

金

合計　　　　　　　　円

１１

　　　裏面の誓約書にも

裏面の誓約書にも裏面の誓約書にも

裏面の誓約書にも

　　　　　ご記入ください。

　　　　　ご記入ください。　　　　　ご記入ください。

　　　　　ご記入ください。

注！！お持ち込みの方は、HPで営業時間、営業日をご確認下さい。

　□　事前にショップに持ち込み

　□　現金書留

◆ＦＡＸ　092-951-2288　　◆TEL　092-951-2299

◆メール j-minaki@bb.csf.ne.jp　◆HPはRSGで検索☝

◆振込先　福岡銀行　那珂川支店　普0784805　RSG

 注！！　RSGサポーター特典のある方は

　　　　　　 金額を引いてご記入ください。

裏



私は、当走行会の参加者規則を確認、同意し、主催者、運営スタッフの指示に従い安全な走行を行ないます。

4

2

お気軽

お気軽お気軽

お気軽

クラス

クラスクラス

クラス

私は、当イベントの開催中に起きた死亡・負傷、車両やその他の損害に関して、他の参加者や関係者、主催者、スタッフ、施設に対して責任の追及

および、損害賠償を要求しません。　またこの事は事故の原因が、主催者または施設の手違いや他の参加者等に起因した場合でも変わりない事を

同意します。

私は、イベント中の転倒その他により、クラッシュパット、ガードレール、タイム計測器などの施設設備を破損させた場合、施設側の請求に対し速やか

に処理する事を同意します。

　　イベント受付時に記入して頂いている用紙は、「見舞金制度」というもので保障内容がとても薄いものです。

　　《 例：通院1,000円、入院2,000円、死亡200万、後遺障害最大800万など 》

　RSGでは参加者の安心を考え、『スポーツ団体保険』にクラブ登録しています。　これに加入して頂くとRSGのイベント中はもとより、イベントへの行き、帰りの工程も

　保障の対象になります。　過去に何人もの方がとても助かっている保険ですので是非ご検討下さい。

　《 例：通院1,500円、入院4,000円、死亡2,000万、後遺障害最大3,000万など 》

　【 年間保険料　2,150円　／　期間　４/１～３/３１　＊年初からではありません 】

　　　　　　　　　　　　　！！注意！！　必ず内容をRSGまでお問い合わせください！  入金だけでは加入たことにはなりません！

！！注意！！　必ず内容をRSGまでお問い合わせください！  入金だけでは加入たことにはなりません！！！注意！！　必ず内容をRSGまでお問い合わせください！  入金だけでは加入たことにはなりません！

！！注意！！　必ず内容をRSGまでお問い合わせください！  入金だけでは加入たことにはなりません！

スポーツ保険について

スポーツ保険についてスポーツ保険について

スポーツ保険について

参加のし方

参加のし方参加のし方

参加のし方

3

　　★参加の仕方　　　　　　　　　　　　　　　　　イベントの内容

　　★参加の仕方　　　　　　　　　　　　　　　　　イベントの内容　　★参加の仕方　　　　　　　　　　　　　　　　　イベントの内容

　　★参加の仕方　　　　　　　　　　　　　　　　　イベントの内容

誓　約　書誓　約　書誓　約　書誓　約　書

私は、イベント中に起こった他の参加者や施設とのトラブルに関して、主催者やスタッフに迷惑を掛けません。

1

　　　≪午前の基本走行(スラローム等）、ライディングレクチャー、2本目のフリー走行、まで自由参加できます。≫

　　　≪午前の基本走行(スラローム等）、ライディングレクチャー、2本目のフリー走行、まで自由参加できます。≫　　　≪午前の基本走行(スラローム等）、ライディングレクチャー、2本目のフリー走行、まで自由参加できます。≫

　　　≪午前の基本走行(スラローム等）、ライディングレクチャー、2本目のフリー走行、まで自由参加できます。≫

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　＊走行中のメニューは受けられません。　有料メニューは受ける事が出来ます。

＊走行中のメニューは受けられません。　有料メニューは受ける事が出来ます。＊走行中のメニューは受けられません。　有料メニューは受ける事が出来ます。

＊走行中のメニューは受けられません。　有料メニューは受ける事が出来ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　≪全てのメニューに参加できます≫　　　　≪メニューは自由参加です≫

≪全てのメニューに参加できます≫　　　　≪メニューは自由参加です≫≪全てのメニューに参加できます≫　　　　≪メニューは自由参加です≫

≪全てのメニューに参加できます≫　　　　≪メニューは自由参加です≫

　　　　　　　　　　　＊初参加の時だけは必ず①の受付時間（早い方）にお越し下さい。2回目以降はどちらでもOKです。

　　　≪午前の基本走行（スラローム等）やライディングレクチャー、フリー走行中のメニューには

≪午前の基本走行（スラローム等）やライディングレクチャー、フリー走行中のメニューには≪午前の基本走行（スラローム等）やライディングレクチャー、フリー走行中のメニューには

≪午前の基本走行（スラローム等）やライディングレクチャー、フリー走行中のメニューには一切参加出来ません。

一切参加出来ません。一切参加出来ません。

一切参加出来ません。≫

≫≫

≫

　　　≪フリー走行のみの参加となります≫

≪フリー走行のみの参加となります≫≪フリー走行のみの参加となります≫

≪フリー走行のみの参加となります≫　　　　　　　　　【有料のオプションメニューは受ける事が出来ます。】

　　　　　　　　　　　＊早い受付時間、遅い受付時間どちらでも構いません。

スクール

スクールスクール

スクール

(レッスン）

走行のみ

走行のみ走行のみ

走行のみ

私は、納付済みの参加料及び費用については理由のいかんを問わず、その返還を要求しません。

　　　　　　年　　　　月　　　　　日

◆ 署名・捺印が無い場合は無効となります。誓約書は必ず本人が記入して下さい。

◆

参加者が未成年の場合は、親権者の署名・捺印も必要となります。拇印は不可

印

4

5

6

≪ご意見ご要望があればお書き下さい≫

　

　　

　

　

　　

　【　参加の方は必ずお読みください！！　】

【　参加の方は必ずお読みください！！　】【　参加の方は必ずお読みください！！　】

【　参加の方は必ずお読みください！！　】

◆参加受理は申込書が届いた順になります。　申し込み希望の多い「走行中のメニュー」は先着順になる事

◆参加受理は申込書が届いた順になります。　申し込み希望の多い「走行中のメニュー」は先着順になる事◆参加受理は申込書が届いた順になります。　申し込み希望の多い「走行中のメニュー」は先着順になる事

◆参加受理は申込書が届いた順になります。　申し込み希望の多い「走行中のメニュー」は先着順になる事

　 がありますのでお早めにお申し込み下さい。

　 がありますのでお早めにお申し込み下さい。　 がありますのでお早めにお申し込み下さい。

　 がありますのでお早めにお申し込み下さい。

◆FAXで送られた方は、当日必ず原本をお持ち下さい。

◆FAXで送られた方は、当日必ず原本をお持ち下さい。◆FAXで送られた方は、当日必ず原本をお持ち下さい。

◆FAXで送られた方は、当日必ず原本をお持ち下さい。

◆

◆◆

◆参加料は一週間前までにご入金をお願いします。

参加料は一週間前までにご入金をお願いします。参加料は一週間前までにご入金をお願いします。

参加料は一週間前までにご入金をお願いします。　ご入金がない場合、キャンセル待ちの方を優先する

　ご入金がない場合、キャンセル待ちの方を優先する　ご入金がない場合、キャンセル待ちの方を優先する

　ご入金がない場合、キャンセル待ちの方を優先する

　事がありますのでご注意下さい。

　事がありますのでご注意下さい。　事がありますのでご注意下さい。

　事がありますのでご注意下さい。

◆

◆◆

◆1週間を切ってのキャンセルはご返金が出来ませんのでご了承下さい。

1週間を切ってのキャンセルはご返金が出来ませんのでご了承下さい。1週間を切ってのキャンセルはご返金が出来ませんのでご了承下さい。

1週間を切ってのキャンセルはご返金が出来ませんのでご了承下さい。

◆尚、定員に達していない場合は一週間以内のお申し込みも可。但し、参加料が2,000円プラスとなります。

◆尚、定員に達していない場合は一週間以内のお申し込みも可。但し、参加料が2,000円プラスとなります。◆尚、定員に達していない場合は一週間以内のお申し込みも可。但し、参加料が2,000円プラスとなります。

◆尚、定員に達していない場合は一週間以内のお申し込みも可。但し、参加料が2,000円プラスとなります。

◆

◆◆

◆申し仕込み書が事務局へ届いた時点で申し込み確定となります。（仮に入金がされていなくとも）

申し仕込み書が事務局へ届いた時点で申し込み確定となります。（仮に入金がされていなくとも）申し仕込み書が事務局へ届いた時点で申し込み確定となります。（仮に入金がされていなくとも）

申し仕込み書が事務局へ届いた時点で申し込み確定となります。（仮に入金がされていなくとも）

◆受付時間は参加クラスによって違いますので、それぞれの申込書記載分にてご確認下さい。

◆受付時間は参加クラスによって違いますので、それぞれの申込書記載分にてご確認下さい。◆受付時間は参加クラスによって違いますので、それぞれの申込書記載分にてご確認下さい。

◆受付時間は参加クラスによって違いますので、それぞれの申込書記載分にてご確認下さい。

私は、イベント中に起こった他の参加者や施設とのトラブルに関して、主催者やスタッフに迷惑を掛けません。

私は、イベント中に撮影された動画、写真などを主催者が自由に使用する事を承認します。

参加者署名 保護者署名

印

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　≪　　ご　注　意　！！　　≫≪　　ご　注　意　！！　　≫≪　　ご　注　意　！！　　≫≪　　ご　注　意　！！　　≫

　　

　　　　

　　ＦＡＸでお申し込みされた方は、当日この原本を必ずＦＡＸでお申し込みされた方は、当日この原本を必ずＦＡＸでお申し込みされた方は、当日この原本を必ずＦＡＸでお申し込みされた方は、当日この原本を必ず
　 　 　 　 ご提出下さい。ご提出下さい。ご提出下さい。ご提出下さい。
            また捺印のない場合は参加できない場合があります。また捺印のない場合は参加できない場合があります。また捺印のない場合は参加できない場合があります。また捺印のない場合は参加できない場合があります。

≪ご意見ご要望があればお書き下さい≫


