
＜＜＜＜応募方法応募方法応募方法応募方法（（（（ＧＫＧＫＧＫＧＫキャンプキャンプキャンプキャンプ））））＞＞＞＞
まずまずまずまず、、、、下記下記下記下記メールにてメールにてメールにてメールにて募集定員募集定員募集定員募集定員にににに達達達達していないかごしていないかごしていないかごしていないかご確認後確認後確認後確認後、、、、申申申申しししし込込込込みみみみ予約予約予約予約をををを入入入入れてれてれてれて下下下下さいさいさいさい。。。。

Just4keepersjapan@live.comJust4keepersjapan@live.comJust4keepersjapan@live.comJust4keepersjapan@live.com

●●●●Just4keepersJust4keepersJust4keepersJust4keepersからからからから予約完了通知予約完了通知予約完了通知予約完了通知がががが来来来来ましたらましたらましたらましたら、、、、

添付添付添付添付されているされているされているされている応募用紙応募用紙応募用紙応募用紙をををを記入記入記入記入してしてしてして頂頂頂頂きききき、、、、下記下記下記下記までまでまでまで郵送下郵送下郵送下郵送下さいませさいませさいませさいませ。。。。

〒〒〒〒６６３６６３６６３６６３－－－－８２３３８２３３８２３３８２３３

兵庫県西宮市津門川町兵庫県西宮市津門川町兵庫県西宮市津門川町兵庫県西宮市津門川町１２１２１２１２－－－－１５１５１５１５

「「「「Just4keepers JapanJust4keepers JapanJust4keepers JapanJust4keepers Japan」」」」までまでまでまで。。。。

申込書申込書申込書申込書がががが届届届届きききき次第次第次第次第、、、、こちらからおこちらからおこちらからおこちらからお振振振振りりりり込込込込みみみみ先先先先をごをごをごをご連絡連絡連絡連絡させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。

＜＜＜＜おおおお申込申込申込申込みみみみ注意事項注意事項注意事項注意事項＞＞＞＞

●●●●募集定員募集定員募集定員募集定員になりになりになりになり次第次第次第次第、、、、締締締締めめめめ切切切切りとさりとさりとさりとさせてせてせてせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。

●●●●予約予約予約予約時点時点時点時点でででで参加参加参加参加代金代金代金代金はははは前払前払前払前払いいいいとさせてとさせてとさせてとさせて頂頂頂頂いておりますいておりますいておりますいております。。。。

((((申込書申込書申込書申込書がががが届届届届いたのちにおいたのちにおいたのちにおいたのちにお振込口座振込口座振込口座振込口座をおをおをおをお知知知知らせいたしますらせいたしますらせいたしますらせいたします。。。。))))

●●●●御本人御本人御本人御本人もしくはもしくはもしくはもしくは保護者保護者保護者保護者のののの方方方方がががが必必必必ずずずず申申申申しししし込込込込みをしてみをしてみをしてみをして下下下下さいさいさいさい。。。。

●●●●参加本人以外参加本人以外参加本人以外参加本人以外にににに、、、、必必必必ずずずず保護者保護者保護者保護者のののの方方方方のののの承諾承諾承諾承諾をををを頂頂頂頂いてのおいてのおいてのおいてのお申申申申しししし込込込込みとさせていただきますみとさせていただきますみとさせていただきますみとさせていただきます。。。。

●●●●参加費用参加費用参加費用参加費用をををを確認出来次第確認出来次第確認出来次第確認出来次第、、、、登録完了登録完了登録完了登録完了となりとなりとなりとなりますますますます。。。。そのそのそのその後後後後、、、、確認書確認書確認書確認書とととと領収書領収書領収書領収書をををを発送発送発送発送いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

●●●● 申申申申しししし込込込込みをしてみをしてみをしてみをして１１１１週間以上週間以上週間以上週間以上Just4keepersJust4keepersJust4keepersJust4keepersからごからごからごからご連絡連絡連絡連絡がないがないがないがない場合場合場合場合はははは、、、、おおおお手数手数手数手数ですがですがですがですが、、、、
Just4keepersjapan@live.comJust4keepersjapan@live.comJust4keepersjapan@live.comJust4keepersjapan@live.com迄迄迄迄ごごごご連絡下連絡下連絡下連絡下さいませさいませさいませさいませ。。。。

●●●●ごごごご連絡連絡連絡連絡はすべてはすべてはすべてはすべて、、、、メールメールメールメール、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは郵送郵送郵送郵送でさせてでさせてでさせてでさせて頂頂頂頂くますのでくますのでくますのでくますので、、、、携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のアドレスをごのアドレスをごのアドレスをごのアドレスをご連絡先連絡先連絡先連絡先とととと
するするするする場合場合場合場合にはにはにはには、、、、必必必必ずパソコンからのメールがずパソコンからのメールがずパソコンからのメールがずパソコンからのメールが届届届届くようにごくようにごくようにごくようにご設定頂設定頂設定頂設定頂きますようおきますようおきますようおきますようお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。

＊＊＊＊参加費参加費参加費参加費にはトレーニングにはトレーニングにはトレーニングにはトレーニング費用費用費用費用、、、、トレーニングウェアトレーニングウェアトレーニングウェアトレーニングウェア代代代代、、、、グローブグローブグローブグローブ代代代代のみがのみがのみがのみが含含含含まれておりますまれておりますまれておりますまれております。。。。

交通費交通費交通費交通費、、、、遠方遠方遠方遠方からからからから来来来来られるられるられるられる方方方方のののの宿泊費宿泊費宿泊費宿泊費などはなどはなどはなどは含含含含まれませんまれませんまれませんまれません。。。。

＜＜＜＜キャンセルポリシキャンセルポリシキャンセルポリシキャンセルポリシーーーー＞＞＞＞＜＜＜＜キャンセルポリシキャンセルポリシキャンセルポリシキャンセルポリシーーーー＞＞＞＞

費用費用費用費用はおはおはおはお客様客様客様客様のののの負担負担負担負担をををを出来出来出来出来るだけるだけるだけるだけ少少少少なくするためになくするためになくするためになくするために、、、、ギリギリのギリギリのギリギリのギリギリの費用費用費用費用でででで算出算出算出算出しておりますしておりますしておりますしております。。。。

御振御振御振御振りりりり込込込込みをみをみをみを頂頂頂頂いたいたいたいた時点時点時点時点でででで、、、、参加決定参加決定参加決定参加決定とさせてとさせてとさせてとさせて頂頂頂頂きますのできますのできますのできますので、、、、ごごごご入金後入金後入金後入金後のののの参加者参加者参加者参加者のののの都合都合都合都合によるによるによるによる

キャンセルはキャンセルはキャンセルはキャンセルは基本的基本的基本的基本的にににに御受付致御受付致御受付致御受付致しませんのでしませんのでしませんのでしませんので、、、、御了承下御了承下御了承下御了承下さいませさいませさいませさいませ。。。。

尚尚尚尚、、、、ごごごご返金返金返金返金はできませんがはできませんがはできませんがはできませんが、、、、参加者参加者参加者参加者されなかったされなかったされなかったされなかった場合場合場合場合でもでもでもでも、、、、全員全員全員全員ににににＪＪＪＪ４４４４ＫＫＫＫグローブグローブグローブグローブ、、、、JJJJ４４４４KKKKグローブグローブグローブグローブ
ケースケースケースケースはははは後日後日後日後日着払着払着払着払いにていにていにていにて発発発発送致送致送致送致しますしますしますします。）。）。）。）

尚尚尚尚１１１１日日日日、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは２２２２日間日間日間日間のみでののみでののみでののみでの参加参加参加参加もももも可能可能可能可能ですがですがですがですが、、、、参加費用参加費用参加費用参加費用にににに関関関関してはしてはしてはしては上記上記上記上記のののの金額金額金額金額ととととななななりますりますりますります

御了承下御了承下御了承下御了承下さいませさいませさいませさいませ。（。（。（。（状況状況状況状況によってによってによってによって人数人数人数人数がががが若干変更若干変更若干変更若干変更になるになるになるになる場合場合場合場合もありますもありますもありますもあります。。。。））））

＜＜＜＜トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング中中中中のけがやのけがやのけがやのけがや事故等事故等事故等事故等にににに付付付付いていていていて＞＞＞＞

• トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング中中中中はははは、、、、細心細心細心細心のののの注意注意注意注意をををを払払払払ってってってって指導指導指導指導をををを致致致致しますがしますがしますがしますが、、、、不可効力不可効力不可効力不可効力によりけがをしてしまうによりけがをしてしまうによりけがをしてしまうによりけがをしてしまう場合場合場合場合がががが

• ございますございますございますございます。。。。このようなこのようなこのようなこのような場合場合場合場合にににに備備備備えキャンプえキャンプえキャンプえキャンプ中中中中、、、、応急手当応急手当応急手当応急手当ができるができるができるができる者者者者をををを待機待機待機待機させますがさせますがさせますがさせますが、、、、

• 不可抗力不可抗力不可抗力不可抗力によるによるによるによる事故事故事故事故などになどになどになどに関関関関してはしてはしてはしては選手選手選手選手のののの自己責任自己責任自己責任自己責任とさせてとさせてとさせてとさせて頂頂頂頂きますのできますのできますのできますので御了承御了承御了承御了承のののの上上上上でのでのでのでの参加参加参加参加をおをおをおをお願願願願
いいいい致致致致しますしますしますします。。。。

• 各自各自各自各自でスポーツでスポーツでスポーツでスポーツ障害保険等障害保険等障害保険等障害保険等へのごへのごへのごへのご加入加入加入加入をおをおをおをお進進進進めめめめ致致致致しますしますしますします。。。。

＜＜＜＜当日持参当日持参当日持参当日持参してしてしてして頂頂頂頂くくくく物物物物＞＞＞＞

ボール・サッカーシューズボール・サッカーシューズボール・サッカーシューズボール・サッカーシューズ（（（（トレーニングシューズもトレーニングシューズもトレーニングシューズもトレーニングシューズも可可可可））））・・・・練習練習練習練習のののの出来出来出来出来るるるる格好格好格好格好・・・・ＧＫＧＫＧＫＧＫグローブグローブグローブグローブ

・・・・水分補給水分補給水分補給水分補給のののの出来出来出来出来るるるる物物物物（（（（多多多多めにおめにおめにおめにお持持持持ちちちち下下下下さいさいさいさい。）。）。）。）

１１１１番大事番大事番大事番大事なななな「「「「やるやるやるやる気気気気」」」」

＜＜＜＜おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先＞＞＞＞

①①①①メールでのおメールでのおメールでのおメールでのお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ
Just4keepersjapan@live.comJust4keepersjapan@live.comJust4keepersjapan@live.comJust4keepersjapan@live.com

②②②②電話電話電話電話でのおでのおでのおでのお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ
０８００８００８００８０－－－－３９６０３９６０３９６０３９６０－－－－２１３５２１３５２１３５２１３５
（（（（もしもしもしもし電話電話電話電話にににに出出出出ることができないることができないることができないることができない場合場合場合場合はははは、、、、こちらからこちらからこちらからこちらから折折折折りりりり返返返返しししし、、、、
おおおお電話電話電話電話させてさせてさせてさせて頂頂頂頂くこともございますくこともございますくこともございますくこともございます。。。。必必必必ずずずず、、、、おおおお名前名前名前名前、、、、おおおお電話番号電話番号電話番号電話番号
をををを留守番電話留守番電話留守番電話留守番電話のほうにのほうにのほうにのほうに入入入入れてれてれてれて頂頂頂頂くようおくようおくようおくようお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。）。）。）。）



Just4Keepers  GK  Just4Keepers  GK  Just4Keepers  GK  Just4Keepers  GK  キャンプキャンプキャンプキャンプ in Japanin Japanin Japanin Japan

＜ＧＫ＜ＧＫ＜ＧＫ＜ＧＫ キャンプキャンプキャンプキャンプ応募用紙応募用紙応募用紙応募用紙＞＞＞＞

＜＜＜＜場所場所場所場所＞：＞：＞：＞：松本市営松本市営松本市営松本市営サッカーサッカーサッカーサッカー場場場場 屋外屋外屋外屋外人工芝人工芝人工芝人工芝グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド、、、、梓川梓川梓川梓川ふるさとふるさとふるさとふるさと公園公園公園公園 屋外天然芝屋外天然芝屋外天然芝屋外天然芝グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド 長野県長野県長野県長野県
＜＜＜＜日程日程日程日程＞：＞：＞：＞：８８８８月月月月１２１２１２１２日日日日、、、、１３１３１３１３日日日日、、、、１４１４１４１４日日日日
＜＜＜＜参加費参加費参加費参加費＞：＞：＞：＞：2222万万万万７７７７千円千円千円千円（（（（税込税込税込税込））））
（（（（参加者全員参加者全員参加者全員参加者全員にににに１２０００１２０００１２０００１２０００円相当円相当円相当円相当のトレーニングウェアのトレーニングウェアのトレーニングウェアのトレーニングウェア上下上下上下上下、Ｊ、Ｊ、Ｊ、Ｊ４４４４ＫＧＫＫＧＫＫＧＫＫＧＫグローブをプレゼントグローブをプレゼントグローブをプレゼントグローブをプレゼント！！）！！）！！）！！）

（（（（記入事項記入事項記入事項記入事項））））
ふふふふ りりりり がががが なななな ::::

氏氏氏氏 名名名名 ::::

ごごごご 連連連連 絡絡絡絡 先先先先 ::::

住住住住 所所所所 ：：：：〒〒〒〒

メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス ：：：：
（（（（パソコンからのメールがパソコンからのメールがパソコンからのメールがパソコンからのメールが受信受信受信受信できるできるできるできる設定設定設定設定をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）
電電電電 話話話話 番番番番 号号号号 :  :  :  :  （（（（ ）））） －－－－

年年年年 齢齢齢齢 ：：：： 才才才才 性別性別性別性別 ：：：：

身身身身 長長長長 ：：：： cmcmcmcm 体体体体 重重重重 :        Kg:        Kg:        Kg:        Kg

ＧＫＧＫＧＫＧＫグローブサイズグローブサイズグローブサイズグローブサイズ：：：： 号号号号 ウェアサイズウェアサイズウェアサイズウェアサイズ：：：： ＧＫＧＫＧＫＧＫ歴歴歴歴 ：：：： 年年年年ＧＫＧＫＧＫＧＫグローブサイズグローブサイズグローブサイズグローブサイズ：：：： 号号号号 ウェアサイズウェアサイズウェアサイズウェアサイズ：：：： ＧＫＧＫＧＫＧＫ歴歴歴歴 ：：：： 年年年年

所属所属所属所属クラブクラブクラブクラブ名名名名 ::::

過去過去過去過去のののの病気病気病気病気、、、、けがけがけがけが等有等有等有等有りましたらりましたらりましたらりましたら、、、、無理無理無理無理のののの無無無無いメニューにしたいといメニューにしたいといメニューにしたいといメニューにしたいと思思思思っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので
ごごごご記入記入記入記入おおおお願致願致願致願致しますしますしますします

本受付本受付本受付本受付パンフレットをパンフレットをパンフレットをパンフレットを熟読熟読熟読熟読しししし、、、、上記参加者上記参加者上記参加者上記参加者のののの平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年８８８８月月月月１２１２１２１２日日日日～～～～１４１４１４１４日日日日のキャンプへののキャンプへののキャンプへののキャンプへの参加参加参加参加をををを
承諾承諾承諾承諾いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

保護者様保護者様保護者様保護者様のおのおのおのお名前名前名前名前 印印印印

どのようなどのようなどのようなどのような方法方法方法方法ででででこのキャンプこのキャンプこのキャンプこのキャンプのののの事事事事をををを知知知知りましたかりましたかりましたかりましたか？？？？

ごごごご質問質問質問質問・ご・ご・ご・ご要望要望要望要望等等等等がががが有有有有ればればればれば御記入下御記入下御記入下御記入下さいさいさいさい。。。。

第第第第１１１１回回回回ＧＫＧＫＧＫＧＫキャンプのキャンプのキャンプのキャンプの参加参加参加参加されましたかされましたかされましたかされましたか？？？？ はい・いいえはい・いいえはい・いいえはい・いいえ

ごごごご記入記入記入記入ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。
おおおお手数手数手数手数ですがですがですがですが上記記入御確認後上記記入御確認後上記記入御確認後上記記入御確認後、、、、申込書申込書申込書申込書のみのみのみのみ応募方法応募方法応募方法応募方法のののの所所所所にあったにあったにあったにあった住所住所住所住所までおまでおまでおまでお送送送送りりりり下下下下さいさいさいさい。。。。
ごごごご不明不明不明不明なななな点点点点があればがあればがあればがあれば下記下記下記下記のメールアドレスにておのメールアドレスにておのメールアドレスにておのメールアドレスにてお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ下下下下さいさいさいさい。。。。

just4keepersjapan@live.com
キャンプでおキャンプでおキャンプでおキャンプでお会会会会いできることをスタッフいできることをスタッフいできることをスタッフいできることをスタッフ一同一同一同一同、、、、心心心心よりよりよりより楽楽楽楽しみにしておりますしみにしておりますしみにしておりますしみにしております。。。。



＜＜＜＜応募方法応募方法応募方法応募方法（ＦＰ（ＦＰ（ＦＰ（ＦＰキャンプキャンプキャンプキャンプ））））＞＞＞＞
まずまずまずまず、、、、下記下記下記下記メールにてメールにてメールにてメールにて募集定員募集定員募集定員募集定員にににに達達達達していないかごしていないかごしていないかごしていないかご確認後確認後確認後確認後、、、、申申申申しししし込込込込みみみみ予約予約予約予約をををを入入入入れてれてれてれて下下下下さいさいさいさい。。。。

Just4keepersjapan@live.comJust4keepersjapan@live.comJust4keepersjapan@live.comJust4keepersjapan@live.com

●●●●Just4keepersJust4keepersJust4keepersJust4keepersからからからから予約完了通知予約完了通知予約完了通知予約完了通知がががが来来来来ましたらましたらましたらましたら、、、、

添付添付添付添付されているされているされているされている応募用紙応募用紙応募用紙応募用紙をををを記入記入記入記入してしてしてして頂頂頂頂きききき、、、、下記下記下記下記までまでまでまで郵送下郵送下郵送下郵送下さいませさいませさいませさいませ。。。。

〒〒〒〒６６３６６３６６３６６３－－－－８２３３８２３３８２３３８２３３

兵庫県西宮市津門川町兵庫県西宮市津門川町兵庫県西宮市津門川町兵庫県西宮市津門川町１２１２１２１２－－－－１５１５１５１５

「「「「Just4keepers JapanJust4keepers JapanJust4keepers JapanJust4keepers Japan」」」」までまでまでまで。。。。

申込書申込書申込書申込書がががが届届届届きききき次第次第次第次第、、、、こちらからおこちらからおこちらからおこちらからお振振振振りりりり込込込込みみみみ先先先先をごをごをごをご連絡連絡連絡連絡させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。

＜＜＜＜おおおお申込申込申込申込みみみみ注意事項注意事項注意事項注意事項＞＞＞＞

●●●●募集定員募集定員募集定員募集定員になりになりになりになり次第次第次第次第、、、、締締締締めめめめ切切切切りとさりとさりとさりとさせてせてせてせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。

●●●●予約予約予約予約時点時点時点時点でででで参加参加参加参加代金代金代金代金はははは前払前払前払前払いいいいとさせてとさせてとさせてとさせて頂頂頂頂いておりますいておりますいておりますいております。。。。

((((申込書申込書申込書申込書がががが届届届届いたのちにおいたのちにおいたのちにおいたのちにお振込口座振込口座振込口座振込口座をおをおをおをお知知知知らせいたしますらせいたしますらせいたしますらせいたします。。。。))))

●●●●御本人御本人御本人御本人もしくはもしくはもしくはもしくは保護者保護者保護者保護者のののの方方方方がががが必必必必ずずずず申申申申しししし込込込込みをしてみをしてみをしてみをして下下下下さいさいさいさい。。。。

●●●●参加本人以外参加本人以外参加本人以外参加本人以外にににに、、、、必必必必ずずずず保護者保護者保護者保護者のののの方方方方のののの承諾承諾承諾承諾をををを頂頂頂頂いてのおいてのおいてのおいてのお申申申申しししし込込込込みとさせていただきますみとさせていただきますみとさせていただきますみとさせていただきます。。。。

●●●●参加費用参加費用参加費用参加費用をををを確認出来次第確認出来次第確認出来次第確認出来次第、、、、登録完了登録完了登録完了登録完了となりとなりとなりとなりますますますます。。。。そのそのそのその後後後後、、、、確認書確認書確認書確認書とととと領収書領収書領収書領収書をををを発送発送発送発送いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

●●●● 申申申申しししし込込込込みをしてみをしてみをしてみをして１１１１週間以上週間以上週間以上週間以上Just4keepersJust4keepersJust4keepersJust4keepersからごからごからごからご連絡連絡連絡連絡がないがないがないがない場合場合場合場合はははは、、、、おおおお手数手数手数手数ですがですがですがですが、、、、
Just4keepersjapan@live.comJust4keepersjapan@live.comJust4keepersjapan@live.comJust4keepersjapan@live.com迄迄迄迄ごごごご連絡下連絡下連絡下連絡下さいませさいませさいませさいませ。。。。

●●●●ごごごご連絡連絡連絡連絡はすべてはすべてはすべてはすべて、、、、メールメールメールメール、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは郵送郵送郵送郵送でさせてでさせてでさせてでさせて頂頂頂頂くますのでくますのでくますのでくますので、、、、携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のアドレスをごのアドレスをごのアドレスをごのアドレスをご連絡先連絡先連絡先連絡先とととと
するするするする場合場合場合場合にはにはにはには、、、、必必必必ずパソコンからのメールがずパソコンからのメールがずパソコンからのメールがずパソコンからのメールが届届届届くようにごくようにごくようにごくようにご設定頂設定頂設定頂設定頂きますようおきますようおきますようおきますようお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。

＊＊＊＊参加費参加費参加費参加費にはトレーニングにはトレーニングにはトレーニングにはトレーニング費用費用費用費用、、、、トレーニングウェアトレーニングウェアトレーニングウェアトレーニングウェア代代代代がががが含含含含まれておりますまれておりますまれておりますまれております。。。。

交通費交通費交通費交通費、、、、宿泊宿泊宿泊宿泊されるされるされるされる方方方方のののの宿泊費宿泊費宿泊費宿泊費などはなどはなどはなどは含含含含まれませんまれませんまれませんまれません。。。。

＜＜＜＜キャンセルポリシキャンセルポリシキャンセルポリシキャンセルポリシーーーー＞＞＞＞＜＜＜＜キャンセルポリシキャンセルポリシキャンセルポリシキャンセルポリシーーーー＞＞＞＞

費用費用費用費用はおはおはおはお客様客様客様客様のののの負担負担負担負担をををを出来出来出来出来るだけるだけるだけるだけ少少少少なくするためになくするためになくするためになくするために、、、、ギリギリのギリギリのギリギリのギリギリの費用費用費用費用でででで算出算出算出算出しておりますしておりますしておりますしております。。。。

御振御振御振御振りりりり込込込込みをみをみをみを頂頂頂頂いたいたいたいた時点時点時点時点でででで、、、、参加決定参加決定参加決定参加決定とさせてとさせてとさせてとさせて頂頂頂頂きますのできますのできますのできますので、、、、ごごごご入金後入金後入金後入金後のののの参加者参加者参加者参加者のののの都合都合都合都合によるによるによるによる

キャンセルはキャンセルはキャンセルはキャンセルは基本的基本的基本的基本的にににに御受付致御受付致御受付致御受付致しませんのでしませんのでしませんのでしませんので、、、、御了承下御了承下御了承下御了承下さいませさいませさいませさいませ。。。。

尚尚尚尚、、、、ごごごご返金返金返金返金はできませんがはできませんがはできませんがはできませんが、、、、参加者参加者参加者参加者されなかったされなかったされなかったされなかった場合場合場合場合でもでもでもでも、、、、全員全員全員全員ににににトレーニングウェアトレーニングウェアトレーニングウェアトレーニングウェアはははは後日後日後日後日着払着払着払着払いいいい
にてにてにてにて発発発発送致送致送致送致しますしますしますします。）。）。）。）

尚尚尚尚１１１１日日日日、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは２２２２日間日間日間日間のみでののみでののみでののみでの参加参加参加参加もももも可能可能可能可能ですがですがですがですが、、、、参加費用参加費用参加費用参加費用にににに関関関関してはしてはしてはしては上記上記上記上記のののの金額金額金額金額ととととななななりますりますりますります

御了承下御了承下御了承下御了承下さいませさいませさいませさいませ。（。（。（。（状況状況状況状況によってによってによってによって人数人数人数人数がががが若干変更若干変更若干変更若干変更になるになるになるになる場合場合場合場合もありますもありますもありますもあります。。。。））））

＜＜＜＜トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング中中中中のけがやのけがやのけがやのけがや事故等事故等事故等事故等にににに付付付付いていていていて＞＞＞＞

• トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング中中中中はははは、、、、細心細心細心細心のののの注意注意注意注意をををを払払払払ってってってって指導指導指導指導をををを致致致致しますがしますがしますがしますが、、、、不可効力不可効力不可効力不可効力によりけがをしてしまうによりけがをしてしまうによりけがをしてしまうによりけがをしてしまう場合場合場合場合がががが

• ございますございますございますございます。。。。このようなこのようなこのようなこのような場合場合場合場合にににに備備備備えキャンプえキャンプえキャンプえキャンプ中中中中、、、、応急手当応急手当応急手当応急手当ができるができるができるができる者者者者をををを待機待機待機待機させますがさせますがさせますがさせますが、、、、

• 不可抗力不可抗力不可抗力不可抗力によるによるによるによる事故事故事故事故などになどになどになどに関関関関してはしてはしてはしては選手選手選手選手のののの自己責任自己責任自己責任自己責任とさせてとさせてとさせてとさせて頂頂頂頂きますのできますのできますのできますので御了承御了承御了承御了承のののの上上上上でのでのでのでの参加参加参加参加をおをおをおをお願願願願
いいいい致致致致しますしますしますします。。。。

• 各自各自各自各自でスポーツでスポーツでスポーツでスポーツ障害保険等障害保険等障害保険等障害保険等へのごへのごへのごへのご加入加入加入加入をおをおをおをお進進進進めめめめ致致致致しますしますしますします。。。。

＜＜＜＜当日持参当日持参当日持参当日持参してしてしてして頂頂頂頂くくくく物物物物＞＞＞＞

ボール・サッカーシューズ・ボール・サッカーシューズ・ボール・サッカーシューズ・ボール・サッカーシューズ・練習練習練習練習のののの出来出来出来出来るるるる格好格好格好格好・・・・すねあてすねあてすねあてすねあて。。。。

・・・・水分補給水分補給水分補給水分補給のののの出来出来出来出来るるるる物物物物（（（（多多多多めにおめにおめにおめにお持持持持ちちちち下下下下さいさいさいさい。）。）。）。）

１１１１番大事番大事番大事番大事なななな「「「「やるやるやるやる気気気気」」」」

＜＜＜＜おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先＞＞＞＞

①①①①メールでのおメールでのおメールでのおメールでのお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ
just4keepersjapan@live.comjust4keepersjapan@live.comjust4keepersjapan@live.comjust4keepersjapan@live.com

②②②②電話電話電話電話でのおでのおでのおでのお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ
０８００８００８００８０－－－－３９６０３９６０３９６０３９６０－－－－２１３５２１３５２１３５２１３５
（（（（もしもしもしもし電話電話電話電話にににに出出出出ることができないることができないることができないることができない場合場合場合場合はははは、、、、こちらからこちらからこちらからこちらから折折折折りりりり返返返返しおしおしおしお電話電話電話電話
させてさせてさせてさせて頂頂頂頂くこともございますくこともございますくこともございますくこともございます。。。。必必必必ずおずおずおずお名前名前名前名前、、、、おおおお電話番号電話番号電話番号電話番号をををを留守番電話留守番電話留守番電話留守番電話
にににに入入入入れてれてれてれて頂頂頂頂きますようおきますようおきますようおきますようお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。）。）。）。）



JJJJ４４４４ＫＫＫＫ ＦＰＦＰＦＰＦＰ キャンプキャンプキャンプキャンプ in Japanin Japanin Japanin Japan

＜ＦＰ＜ＦＰ＜ＦＰ＜ＦＰ キャンプキャンプキャンプキャンプ応募用紙応募用紙応募用紙応募用紙＞＞＞＞

＜＜＜＜場所場所場所場所＞：＞：＞：＞：梓川梓川梓川梓川ふるさとふるさとふるさとふるさと公園公園公園公園 , , , , 西南公園西南公園西南公園西南公園グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド 屋外天然芝屋外天然芝屋外天然芝屋外天然芝グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド (長野県長野県長野県長野県))))
＜＜＜＜日程日程日程日程＞：＞：＞：＞：８８８８月月月月１２１２１２１２日日日日、、、、１３１３１３１３日日日日、、、、１４１４１４１４日日日日
＜＜＜＜参加費参加費参加費参加費＞：＞：＞：＞：１１１１万万万万５５５５千円千円千円千円（（（（税込税込税込税込））））
（（（（参加者全員参加者全員参加者全員参加者全員にににに６０００６０００６０００６０００円相当円相当円相当円相当のトレーニングウェアのトレーニングウェアのトレーニングウェアのトレーニングウェア上下上下上下上下をプレゼントをプレゼントをプレゼントをプレゼント！！）！！）！！）！！）

（（（（記入事項記入事項記入事項記入事項））））
ふふふふ りりりり がががが なななな ::::

氏氏氏氏 名名名名 ::::

ごごごご 連連連連 絡絡絡絡 先先先先 ::::

住住住住 所所所所 ：：：：〒〒〒〒

メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス ：：：：
電電電電 話話話話 番番番番 号号号号 :  :  :  :  （（（（ ）））） －－－－

年年年年 齢齢齢齢 ：：：： 才才才才 性別性別性別性別 ：：：：

身身身身 長長長長 ：：：： cmcmcmcm 体体体体 重重重重 :        Kg:        Kg:        Kg:        Kg

所属所属所属所属クラブクラブクラブクラブ名名名名 :                          :                          :                          :                          ポジションポジションポジションポジション：：：：

ウェアサイズウェアサイズウェアサイズウェアサイズ ：：：：

過去過去過去過去のののの病気病気病気病気、、、、けがけがけがけが等有等有等有等有りましたらりましたらりましたらりましたら、、、、無理無理無理無理のののの無無無無いメニューにしたいといメニューにしたいといメニューにしたいといメニューにしたいと思思思思っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので
ごごごご記入記入記入記入おおおお願致願致願致願致しますしますしますします

本受付本受付本受付本受付パンフレットをパンフレットをパンフレットをパンフレットを必読必読必読必読しししし、、、、上記参加者上記参加者上記参加者上記参加者のののの平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年８８８８月月月月１２１２１２１２日日日日～～～～１４１４１４１４日日日日のキャンプへののキャンプへののキャンプへののキャンプへの参加参加参加参加をををを
承諾承諾承諾承諾いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

保護者様保護者様保護者様保護者様のおのおのおのお名前名前名前名前 印印印印

どのようなどのようなどのようなどのような方法方法方法方法ででででこのキャンプこのキャンプこのキャンプこのキャンプのののの事事事事をををを知知知知りましたかりましたかりましたかりましたか？？？？

ごごごご質問質問質問質問・ご・ご・ご・ご要望要望要望要望等等等等がががが有有有有ればればればれば御記入下御記入下御記入下御記入下さいさいさいさい。。。。

ごごごご記入記入記入記入ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。
おおおお手数手数手数手数ですがですがですがですが上記記入御確認後上記記入御確認後上記記入御確認後上記記入御確認後、、、、申込書申込書申込書申込書のみのみのみのみ応募方法応募方法応募方法応募方法のののの所所所所にあったにあったにあったにあった住所住所住所住所までおまでおまでおまでお送送送送りりりり下下下下さいさいさいさい。。。。
ごごごご不明不明不明不明なななな点点点点があればがあればがあればがあれば下記下記下記下記のメールアドレスにておのメールアドレスにておのメールアドレスにておのメールアドレスにてお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ下下下下さいさいさいさい。。。。

just4keepersjapan@live.com

キャンプでおキャンプでおキャンプでおキャンプでお会会会会いできることをスタッフいできることをスタッフいできることをスタッフいできることをスタッフ一同一同一同一同、、、、心心心心よりよりよりより楽楽楽楽しみにしておりますしみにしておりますしみにしておりますしみにしております。。。。
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