
私は右の重要説明事項を確認・同意し、レンタルを利用します。 ※太枠内をご記入ください。
I contirm and agree with this Important Notes, and apply to use. ※Please fill in this form surrounded with bold lines. 記入日　　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

様

様
〒

パンフレットの発送を希望されない場合は☑を入れてください。

例 ご利用者名　カタカナで/Name お貸出/From

ex.

様
ご返却/To

身長/Height 足/Shoe size 体重/Weight

㎝ ㎝ ㎏

1 ご利用者名　カタカナで/Name お貸出/From AMクラス

様 PMクラス

ご返却/To

身長/Height 足/Shoe size 体重/Weight

㎝ ㎝ ㎏

2 ご利用者名　カタカナで/Name お貸出/From AMクラス

様 PMクラス

ご返却/To

身長/Height 足/Shoe size 体重/Weight

㎝ ㎝ ㎏

3 ご利用者名　カタカナで/Name お貸出/From AMクラス

様 PMクラス

ご返却/To

身長/Height 足/Shoe size 体重/Weight

㎝ ㎝ ㎏

4 ご利用者名　カタカナで/Name お貸出/From AMクラス 受 貸 返 確

様 PMクラス

ご返却/To

身長/Height 足/Shoe size 体重/Weight

㎝ ㎝ ㎏

スキー Skier
Type

Board
Set AM

・
PM

スキー
スノーボード ブーツSKI

スノーボード
1 RSNOWBOARD 月/MM 日/DD

ストック ウエアウエア こども/Child　・　大人/Adult　（　　      　歳/Age） 2 G AM
・

PM

スノーボード
1 RSNOWBOARD 月/MM 日/DD

ウエア

COMPENSATION 月/MM 日/DD

スキー Skier
Type

Board
Set AM

・
PM

スキー
スノーボード ブーツSKI

ストックウエア こども/Child　・　大人/Adult　（　　      　歳/Age） 2 G AM
・

PM

JACKET+PANTS

安心補償 3

スタッフ記入欄 免  ・  保  ・  P  ・  他

スキー Skier
Type

Board
Set AM

・
PM

スキー
スノーボード ブーツSKI

スノーボード
1 RSNOWBOARD 月/MM

ご利用に○↓ ご利用者様情報/User's info レンタル期間/Period of use

スキー Skier
Type

Board
Set AM

・
PM

Ski & Snowboard Rental  Application form

フリガナ

代表者氏名
Applicant name

ご 住 所
Address

□
ご滞在先

Accommodation
携帯電話番号

Mobile phone No. （ ）

レンタル申込書

SKI

ヤマダ　タロウ 12 12スノーボード
1 RSNOWBOARD /JOHN  SMITH 月/MM 日/DD

ウエア こども/Child　・　大人/Adult　（　　１８　歳/Age） 2 G AM
・

PM

JACKET+PANTS
12 14安心補償 175 27.5 64.5 3COMPENSATION 月/MM 日/DD

日/DD

ストック ウエアウエア こども/Child　・　大人/Adult　（　　      　歳/Age） 2 G AM
・

PM

JACKET+PANTS

安心補償 3COMPENSATION 月/MM 日/DD

Board
Set AM

・
PM

スキー
スノーボード ブーツSKI

スノーボード
1 RSNOWBOARD 月/MM 日/DD

ストック ウエアウエア こども/Child　・　大人/Adult　（　　      　歳/Age） 2 G AM
・

PM

スキー Skier
Type

ご返却/Return Time

現金　・　部屋付
JACKET+PANTS

安心補償 3 ：COMPENSATION 月/MM 日/DD

レンタルショップ　ドロミーティ
〒389-0193長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢　軽井沢プリンスホテルイースト内

TEL 0267-41-1750/FAX 0267-41-1751 RITMO Snow Academy

JACKET+PANTS

安心補償 3COMPENSATION 月/MM 日/DD

Dolomitiご利用にあたり 重要説明事項（必ずお読みください）
●グローブ・ゴーグル・帽子のレンタルはございません。ご自身でご用意をお願いいたします。

●ご利用日当日、身分証明書のご提示が必要となります。（免許証・学生証・社員証・保険証等）

●天候の変化等、事由を問わず、お貸出し後の代金払い戻しはいたしかねます。

●ビンディング等、機能には限界があります。使用される方の安全を完全に保障するものではありません。ご自身の技術・レベルに合わせて安全にご留

意の上ご使用ください。

●スキーのみ：適切なビンディング調整のため、ご利用者様の体重、スキーヤータイプも必要ですので、必ずご記入お願いいたします。

●レンタル安心補償制度にご加入されず、レンタル品の盗難・紛失・破損にあわれた場合、板30,000円、ブーツ20,000円、ストック3,000円の代償を請求さ

せていただきます。レンタル安心補償制度はお一人様500円でご加入いただけます。この制度は任意のものですので、お客様の判断でご利用ください。

●ご予約はご利用日の《前日17：00まで》にご連絡ください。ご予約取り消しは、ご利用日の前日までにご連絡お願いいたします。

●ご予約の用具は、軽井沢プリンスホテルイースト『ドロミーティ』にてお渡しします。

●お客様からいただいた個人情報は適切に扱い、弊社業務以外に使用することはございません。

Important Notes-Required to Read
●You have to wear gloves, goggles or a knit cap in order to 
ski or snowboard. We have no rental gloves, goggles, and a 
knit cap. Please prepare by yourself.

●Please belong your ID with you when you check in at our 
reception.

●In any case, The payment will not be refundable after you

rent.

●Your weight, and Skier Type are also used by the shop 

technician to determine the release/retention settings for 
your ski binding.

●The function of the binding has a limit. Please use safty in 
matching with your skill at your own risk.

●The compensation system, JPY500- per person, is a
system with voluntary membership that compensates for
damage to the gears , in the case of loss, destruction, and
theft of the gears, during the periods of use of the user.
Without this compensation system, the reimburst price shall 
be 
Skis and Snowboard : JPY30,000- / Boots: JPY20,000- /
POLES: JPY3,000-

●To reserve in advance, You have to propse by 5PM of the
previous day of the use. When you cancel, please contact us 
by 5PM of the previous day of use.

●We hand the gears which you reserved at  Dolomiti of the 
Karuizawa Prince Hotel skiing area.

●Your personal information will be handled in
accordance with the regulations institution, only for 
our duties.

ボードセッティング/Board Setting（スノーボードのみ）

Ｒ: Regular stance 左足が前 /Left foot forward

スキーヤータイプ/Skier Type （スキーのみ）

１：初心者、緩やかな斜面をゆっくりとしたスピードで滑る

２：タイプ１・３以外のスキーヤー

３：中～急な斜面をスピードを出して滑る

１：First timer, cautious skiing on smooth slopes of gentle to 
moderate pitch  
２： Skiers not calssified as Type 1 or 3 


