
締切日は2018年5月1日：

• 大会事前登録及びホテル予約受付け締切日。• 登録、ホテル予約、およびチケット制行事参加の取消しに対する払戻し要請提出期限。  

登録者情報：   姓名はパスポートに表示されてあるものと同じつづりで活字体のローマ字で記入してください。

名/ 姓  （あれば、名札用英語名）

住所 

市町村   都道府県   国  郵便番号

日中の電話番号   Eメール  

 ライオン       ライオネス       アルファ・レオ      オメガ・レオ        成人ゲスト     クラブ番号 会員番号 地区 役職 

同伴者：名/ 姓  （あれば、名札用英語名）

 ライオン       ライオネス       アルファ・レオ      オメガ・レオ        成人ゲスト     クラブ番号 会員番号 地区 役職 

子供：名/ 姓  年齢 アルファ・レオ

パッケージA： 

上記の各人の大会登録、並びに大会期間中にシャトルバスが運行されるホ
テルの予約（一部屋）を含みます。 

 2018年1月12日以前   代表団ホテルの予約 
 2018年1月13日以降   代表団ホテルを希望   別のホテルを希望

ホテル名   

到着日  出発日 

一部屋の宿泊客数 _________ 必要なベッド数  1台     2台

                        (ベッドタイプを指定すると追加料金が課される）
特別要請：         車椅子利用可 その他 

ホテルの保証金は一部屋US$200です。  保証金は、チェックアウト時に宿泊
費として充当されます。  ホテル部屋は全室禁煙です。

パッケージB： 

 ホテルの予約は必要ありません  （上記の各人の大会登録のみ）

 

チケットが必要となるオプション行事  

下記の行事に参加する予定です。  （参加するには登録が必要）
 

行事：メルビン・ジョーンズ・フェロー昼食会 

日時 料金 数量 合計額

7月2日/ 13:00-14:30 US $75 _____________ $_____________

行事：地区ガバナー/元地区ガバナー晩餐会 

日時 料金 数量 合計額

7月2日/ 20:00-22:00 US $135 _____________ $_____________

支払い：    申込みには全額の支払いが必要です。  米ドルのみ受け付けます。  小切手や手形は、米国の銀行振出のものでなければなりません。ビザ、マ

スター、ディスカバーのカードを受け付けます。  

登録料： 大人 子供（17歳以下）/アルファ・レオ オメガ・レオ パッケージA：  パッケージB：

早期  （2018年1月12日以前） US$150 US$20 US$100  登録料：  US$_____________ 登録料：  US$_____________

普通  （2018年1月13日～3月31日） US$200 US$20  US$100  チケット料：  US$_____________ チケット料：  US$_____________

後期  （2018年4月1日～現地） US$225 US$20 US$100  ホテル保証金：  US$_____________

     合計： US$_____________ 合計：  US$_____________

 小切手番号____________         電信送金（支払伝票を本書に添付のこと）  ビザ  マスターカード   ディスカバー

カード所有者名（カードの表記どおり） クレジットカードの所有者名は、大会登録者名と一致していなければなりません。

___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___  ___-___-___-___   ___-___-___

カード番号  有効期限 月/年  セキュリティコード（3桁）

カード名義人署名

第101回ライオンズクラブ国際大会
大会及びホテル予約申込書

米国ネバダ州ラスベガス ・ 2018年6月29日（金）～7月3日（火）

×

ご注意：  ライオンズクラブ国際協会は宣伝のため国際大会を撮影します。参加者はビデオまたは写真撮影の対象となる場合があります。ご登録によって、ライオンズクラブ国際協会による
撮影画像の使用に同意することになりますので、予めご了承ください。

ラスベガスでの奉仕事業

 ラスベガス国際大会期間の地域社会奉仕事業への参加に興味があります。  （チェックした方には、数カ月内に奉仕事業への登録に関する詳細をお送りします）

申込書および支払書類郵送先:  Lions Clubs International Attn: Convention Division • 300 West 22nd Street Oak Brook, IL 60523-8842 USA • 手続きには4週間かかります。• クレジットカ
ード及び電信送金によるお支払いの場合は、(1-630) 571-1689へのファックス送信を受け付けています。• ライオンズクラブ国際協会より、正式の登録確認書をEメールでお送りします。その
確認書をプリントして、ラスベガスにご持参ください。• 今年初の試み！登録者は全員、各自の名札をラスベガス現地で受け取ります。ライオンズクラブ国際協会公認の全ホテルに、名札印刷
の場所が設けられます。国際協会は名札を事前に送付しません。• ご質問等がありましたら、registration@lionsclubs.orgまでEメールでお問い合わせください。
：
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