
/SPOOKY WING サーフィンスクール 申し込み用紙 

 

申込日 R    ・   ・   ・（  ）曜日 
 

氏名                年齢   歳・身長   cm・体重   kg・血液型    型 

 

住所                          TEL              

 
勤務先/学校名                                      
ウインドサーフィン/SUP の経験       年 ＊経験なしの場合、受講できません 
＊私は、WING サーフィンが自然の中で行う危険を伴うスポーツである事を認識しており、怪我や事故等いかなる  

損害があった場合でもインストラクターや主催者に一切の責任を請求いたしません。  

＊用品の損害が著しい場合は、修理代を負担していただく場合もあります。                              

＊料金に保険料等は含まれておりません。               サイン             

○スクール 1 名様での受講の場合 ¥6,600 
      2 名様での受講の場合 ¥5,500 
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