ライコランド・南海部品

第 23 回サーキットスマイル in TSUKUBA

ZD-CT 体験

申込書・誓約書
申込期日：2017 年 4 月 30 日 受付分迄

誓約書
・商品は、当選連絡後に申込店舗にて事前交換を
行ってください。
・取付にかかる工賃はお客様にご負担願います。
・体験走行後に Vesrah ブースにてアンケートの
記入にご協力願います。
・品質チェックには万全を記しておりますが、
サーキットという使用状況につき、いかなる
トラブルにおいても責任は負いかねます。

※商品イメージ

●私は『Vesrah 体感試乗会』参加に当り関連して起こった死亡、負傷、その他の事故で、私自身の
受けた損害について、主催者および関係者、サーキット係員ならびに他の走行者などに対し、非難
したり損害賠償を要求したりしないことを誓約します。
●私は『Vesrah 体感試乗会』実施中に、私自身の過失により施設、器材などに損害を与えたり、
次の時間の走行に支障をきたした場合の損害について弁償することを誓約します。
※誓約書は上記の注意事項等を確認の上、必ず本人が署名、捺印（またはサイン）して下さい。
※参加者が未成年の場合は保護者の副署名と押印またはサインが必要です。
※走行当日に Vesrah ブースにてインプレッションにご協力いただきます。
※当日の様子を撮影させていただき、WEB サイト（SNS 等）に使用させていただく場合がございます。
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第 23 回サーキットスマイル in TSUKUBA

オイル体感試乗会
申込書・誓約書
■PRO BIKE（プロバイク）100％化学合成油
■MOTO RACING（モトレーシング）100％化学合成油

申込期日：2017 年 4 月 30 日 受付分迄

■MOTO SPECIAL（モトスペシャル）スポーツタイプ鉱物油
走行会当日にメーカースタッフがヒアリングにより
粘度チョイスを実施します。
厳選なる抽選を実施し、当選者様へは事前に通知させて
いただきます。申込用紙に必ず携帯電話の番号、メール
アドレスをご記入ください。（5 名様予定）
当日の流れ
①1 回目の走行後、SPEED MASTER ブースまで車両を移動して
いただき、ライダーの方に車両の現状を確認していただい
た後、一旦お預かり致します。
②お客様とオイルについてのコンサルティングを行い、
最適な粘度選択の後、オイル交換作業に入ります。
③商品体感いただき、2 回目走行後 SPEED MASTER ブースにて簡単なモニターアンケートを
実施いたしますので、必ずお立ち寄りください。

誓約書

●私は『SPEED MASTER 体感試乗会』参加に当り関連して起こった死亡、負傷、その他の事故で、
私自身の受けた損害について、主催者および関係者、サーキット係員ならびに他の走行者などに対し、
非難したり損害賠償を要求したりしないことを誓約します。
●私は『SPEED MASTER 体感試乗会』実施中に、私自身の過失により施設、器材などに損害を与えたり、
次の時間の走行に支障をきたした場合の損害について弁償することを誓約します。
※誓約書は上記の注意事項等を確認の上、必ず本人が署名、捺印（またはサイン）して下さい。
※参加者が未成年の場合は保護者の副署名と押印またはサインが必要です。
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第 23 回サーキットスマイル in TSUKUBA

RED FOX 体感試乗会

申込書・誓約書
SUNOCO RED FOX ０Ｗ−３０、１０Ｗ−４０、
１５Ｗ−５０（ブレンド粘度調整可）

申込期日：2016 年 4 月 30 日 受付分迄

走行会当日にメーカースタッフがヒアリングにより
粘度チョイスを実施します。

厳選なる抽選を実施し、当選者様へは事前に通知させて
いただきます。申込用紙に必ず携帯電話の番号、メール
アドレスをご記入ください。（2 〜 3 名様予定）
当日の流れ
①1 回目の走行後、SUNOCO ブースまで車両を移動して
いただき、ライダーの方に車両の現状を確認して
いただいた後、一旦お預かり致します。
②お客様とオイルについてのコンサルティングを行い、
最適な粘度選択の後、オイル交換作業に入ります。
③商品体感いただき、2 回目走行後 SUNOCO ブースにて簡単なモニターアンケートを
実施いたしますので、必ずお立ち寄りください。

誓約書

●私は『SUNOCO 体感試乗会』参加に当り関連して起こった死亡、負傷、その他の事故で、私自身の
受けた損害について、主催者および関係者、サーキット係員ならびに他の走行者などに対し、非難
したり損害賠償を要求したりしないことを誓約します。
●私は『SUNOCO 体感試乗会』実施中に、私自身の過失により施設、器材などに損害を与えたり、
次の時間の走行に支障をきたした場合の損害について弁償することを誓約します。
※誓約書は上記の注意事項等を確認の上、必ず本人が署名、捺印（またはサイン）して下さい。
※参加者が未成年の場合は保護者の副署名と押印またはサインが必要です。
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第 23 回サーキットスマイル in TSUKUBA

FS HR VerⅢ体感試乗会

申込書・誓約書
チームカガヤマ＆Verity では市販している Verity FSHR
VerⅢをそのまま使用しています。
今回はその Verity FS HR VerⅢ 10W40 と 15W50 の
どちらかを選択していただき、筑波サーキットにて体感
試乗をしていただきたいと思います。

申込期日：2017 年 4 月 30 日 受付分迄

厳選なる抽選を実施し、当選者様へは事前に通知させて
いただきます。申込用紙に必ず携帯電話の番号、メール
アドレスをご記入ください。（2 名様予定）

当日の流れ
①2 回目の走行後、Verity ブースまで車両を移動して
いただき、ライダーの方に車両の現状を確認して
いただいた後、一旦お預かり致します。
②お客様とオイルについてのコンサルティングを行い、
最適な粘度選択の後、オイル交換作業に入ります。
③商品体感いただき、3 回目の走行後 Verity ブースにて簡単なモニターアンケートを
実施いたしますので、必ずお立ち寄りください。

誓約書

●私は『Verity 体感試乗会』参加に当り関連して起こった死亡、負傷、その他の事故で、私自身の
受けた損害について、主催者および関係者、サーキット係員ならびに他の走行者などに対し、非難
したり損害賠償を要求したりしないことを誓約します。
●私は『Verity 体感試乗会』実施中に、私自身の過失により施設、器材などに損害を与えたり、
次の時間の走行に支障をきたした場合の損害について弁償することを誓約します。
※誓約書は上記の注意事項等を確認の上、必ず本人が署名、捺印（またはサイン）して下さい。
※参加者が未成年の場合は保護者の副署名と押印またはサインが必要です。

申込日
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現在ご使用のオイル

月

日
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商品名

粘度

前回交換日
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第 23 回サーキットスマイル in TSUKUBA

BLACK MARKER 体感試乗会

申込書・誓約書

全合成油＋特殊エステルに独自の添加剤を処方し、極上の
シフトフィーリングと熱安定性を手に入れた 4 サイクル用
エンジンオイル「BLACK MARKER」

申込期日：2017 年 4 月 30 日 受付分迄

今回はその BLACK MARKER 10W40 を 筑波サーキット
にて体感試乗をしていただきたいと思います。
厳選なる抽選を実施し、当選者様へは事前に通知させて
いただきます。申込用紙に必ず携帯電話の番号、メール
アドレスをご記入ください。（2 名様予定）

当日の流れ
①2 回目の走行後、BLACK MARKER ブースまで車両を
移動していただき、ライダーの方に車両の現状を
確認していただいた後、一旦お預かり致します。

現金支払済
現金支払済

②お客様とオイルについてのコンサルティングを行い、
最適な粘度選択の後、オイル交換作業に入ります。

③商品体感いただき、3 回目の走行後 BLACK MARKER ブースにて簡単なモニターアンケートを
実施いたしますので、必ずお立ち寄りください。

誓約書

●私は『BLACK MARKER 体感試乗会』参加に当り関連して起こった死亡、負傷、その他の事故で、

ライコランドさんにて受け取り
私自身の受けた損害について、主催者および関係者、サーキット係員ならびに他の走行者などに対し、

非難したり損害賠償を要求したりしないことを誓約します。 ライコランドさんにて受け取り
●私は『BLACK MARKER 体感試乗会』実施中に、私自身の過失により施設、器材などに損害を
与えたり、次の時間の走行に支障をきたした場合の損害について弁償することを誓約します。

※誓約書は上記の注意事項等を確認の上、必ず本人が署名、捺印（またはサイン）して下さい。
※参加者が未成年の場合は保護者の副署名と押印またはサインが必要です。

申込日

2017 年

現在ご使用のオイル

月

日

署名

メーカー名

商品名

粘度

前回交換日

お客様控え

切り取り線の上をお客様にて保管し、当日お持ちください。

http://www.r-pl.jp

RACING PHOTO LOOP

サイトで写真を閲覧・ご購入できます。

今回は事前申込ありがとうございます。
下記のスケジュールで CDR または DVD をお送りします。

走行写真3カット以上、ご希望は伺いますが、基本お任せになります。車両写真はご希望を伝えて下さい。
申込から発送までの流れ。 ※掲載に10日前後、発送に20日前後を予定してます。時期により遅れる場合があります。
店頭申込

ブログに
掲載予定

掲載分全てを選んで発送します。

Web 掲載

http://ameblo.jp/rpl/

ご自身で選びたい方は下記へ
メールください。ご案内します。

データを
発送

当日、
ステッカーを配布しますので必ず貼って下さい。

置撮りを実施する場合は当日ご連絡します。ご申告の車両、ウェアと違う場合も必ず教えて下さい。

貼らない、
ご申告が無い場合撮影できない場合があります。

ご不明な点などは下記までお問い合わせください。
〒336-0015

受付店舗

埼玉県さいたま市南区太田窪 5-24-11

T E L & FA X 048-885-4753
C e l l 090-1837-1791 E-mail
rpl@amail.plala.or.jp
事前申込特典としてプリントご希望の方はプリント代金の50% OFFでご提供します。
※当日のイベントのみ。他のイベントは対象外。

2048size

フルデータ

置撮り希望

※置撮りは申込が20名以上の場合おこないます。

店頭受付ご担当者様へ

切り取り線の下を FAX048-885-4753

当サイト控

受付番号

代引き発送になります。

してください。または orange-w@zpost.plala.or.jp まで送信してください。

RACING PHOTO LOOP

受付店舗

受付番号

オレンジワークス御中
下記の内容を確認し事前申込で写真を申し込みます。
走行写真3カット保障します。それ以上は撮影の状況により枚数がひとにより多少違いが出ます。
走行会ですので安全のためにも間隔を空けていただけると撮りやすく、枚数も多くなります。また、アングルは原則お任せになります。
置撮り写真（車両撮影）もご要望があれば撮りますが、スケジュールの都合で撮れない場合があります。
何らかの原因により、撮影が困難だった場合、撮れなかった場合は返金またはキャンセル扱いとし、それ以上の保障、撮り直しはしません。

2048sizeデータすべて

※家庭用プリンタでA4相当十分なサイズ

置撮り希望（車両撮影）

お名前

参加クラス

PCメール

¥5,500

すべて代引きになります（
。佐川急便にて到着時にお支払いください。）
ゼッケン

電話番号

メールは読めるように楷書で正確にお願いします。
メールが無い場合は携帯のショートメールをお送りしますので、携帯番号を
「電話番号欄」
にご記入ください。

郵便番号
特徴

※撮影サイズそのまま

受け取り方法

※置撮りは申込が20名以上の場合おこないます。

ふりがな

フルデータすべて

¥3,500

住所

集合住宅の場合は建物名と部屋番号もお願いします。届かず差し戻しになってしまうと大変時間がかかります。

撮影のために参考にします。

2台以上のバイクを走らせる。
ウェア
（特にヘルメット）
を変更する予定がある場合は事前に教えて下さい。

車両（メーカー・車種・色）

ヘルメット
（メーカー・色など）

その他特徴
特に目立つ違い。例）
オリジナルカラー、全身ブラックetc

当日ウエアなど変更の場合は申し出てください。

