RENTAL CYCLE APPLICATION FORM
Fill in date :
NAME

SEX

.

BIRTHDAY

HOME
ADDRESS

Zip code
EMERGENCY
CONTACT

PHONE #
E-MAIL
HIGHT

cm

RENDING
PERIOD

Oversea Insurance #

＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿

Do you mind if we post your photos on FB?

PRICE

＿＿:＿＿〜 ＿＿:＿＿

YES / NO

BEFORE

AFTER

RENTAL SYCLE( S / M / L )

NOTE
No.

-TIRE
-BRAKE
-BELL
-PEDAL

2,500/〜5h
4,000/1day

-HANDLE
-GEER
HELMET
HEADLIGHT
KEY
SMARTPHONE HOLDER

300

SQUIZ BOTTLE
MESSENGER BAG
OTHER(

1,000
)

TOTAL

.

TERMS and CONDITIONS
We will do everything to make sure your rental experience is a success and that you will have a great time. In order to
ensure that you know exactly what our (and your) responsibilities are, please read the following terms and conditions.
1. Use of the bicycle
The renter accepts the bicycle in good condition, and commits yourself to return the bike in equally good condition,
and to ride the bike respecting the rules and obligations outlined in Japanese laws, as well as committing yourself:
・Not to adjust or manipulate the mechanical parts of the bicycle.
・To park the bike in a manner that is safe for pedestrians and in a place where theft is minimized.
・To return the bike to TREX TORANOMON CAFE (referred to as TTC) at the time and date indicated on the
contract. A late return will be charged 1,000 yen/hour (Flat fee), even though if its just few minutes.
・Rentals and tours are available between 8 am and 20 pm, from Monday to Sunday( Unless otherwise reservation,
the business time are based on our factoryʼs business time. ). The return of all equipment must
be made during this period or an additional day will be charged for each dayʼs late return.
・To be responsible for any loss or damage to the equipment which remains the exclusive property of TTC.
2.Repairs and maintenance
In case of a breakdown, you should contact us immediately to tell the situation, and if you need some help. You have
two choice, 1: repair the bike at bicycle shop and continue rental, 2: stop to contract and bring back bike to TTC.
All repairs needed as a result of the use of the equipment including all parts, shall be paid by the renter. In case a part
of the bicycle is broken because of mistreatment, lost or stolen, the following additional fees will be charged:
・Whole of cross bike lost/stolen : 65,000yen
・Parts and accessories replacement/stolen : ‒ Saddle : 8,000yen ‒ Light : 4,000yen ‒ Pedal : 2,000yen
‒ Front wheel : 15,000yen -Rear wheel : 20,000yen
＋mechanical service charge
A collection fee applies when for any reason ‒ trouble, injury or otherwise ‒ you are unable to return the bike. The
collection fee is ¥3,000 within 3 km, plus ¥500 for each additional 1 km.
3. Accidents and release of liability
The client agrees that you will release TREX TORANOMON CAFE from any and all responsibility of liability for injuries
or damages to the user of the equipment listed on this form or to any other person.
The client accepts for full responsibility for the care of this equipment and thereby agrees to freely and expressly
assume and accept any risks and all injury to the user of this equipment while bicycling.
4. Cancellation Policy
If a scheduled tour/rental is cancelled due to poor weather conditions such as heavy rain, customers may reschedule
their booking for another date. In all other cases of cancellation, only notify us via email or telephone at least 24 hours
prior to the scheduled tour/rental.

ABOUT BICYCLE INSURANCE
All of our bike have Bicycle Insurance “TS mark (red)”.
If you get into an accident while on a ride, this insurance will compensate for the damages to the victims of the accident
Injury
Liability

Hospitalization 15days or more

Flat Fee 100,000 yen

Death or Severe Disability(Level 1 to 4)

Flat Fee 100,000 yen

Death or Severe Disability(Level 1 to 7)

Up to 100,000,000 yen

Hospitalization 15days or more

Flat fee 100,000 yen

We recommend that you are adequately insured. We cannot be responsible for your own illness or injury or for damage or
loss of your personal belongings while on a ride or tour. The renter agrees to pay for the rental of the bike and any
additional fee that is applicable for any mistreatment of the bicycle.

PRIVACY POLICY
TREX TORANOMON CAFE will use the personal information provided in the application forms only for communicating
with clients and for arranging bicycle tour and rental cycle to provide the services request by the client.

CONFIRMATION of ACCEPTANCE
By renting a bike or participating in our tour, you are acknowledging that you have read our terms and conditions and that
you agree to be bound by them.

Signture

Date

.

レンタサイクルお申し込み書
記入日 :
お名前
住所

性別

年

月

日.

生年月日

〒

電話番号

緊急連絡先

E-MAIL
身長
レンタル
期間

cm

傷害保険番号等

＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿

フェイスブックなどSNSへの写真等掲載可否

＿＿:＿＿〜 ＿＿:＿＿

はい / いいえ

※以下のチェックリストはお客様と一緒にスタッフが確認し記入いたします。
料金

事前チェック

レンタサイクル( S / M / L )

事後チェック

備考
No.

-タイヤ
-ブレーキ
-ベル
-ペダル
-ハンドル

2,500/〜5h
4,000/1day

-ギア
ヘルメット
前射灯
鍵
スマホホルダー
ボトル
メッセンジャーバック

300
1,000

その他

合計金額

.

利用規約
1. 自転車の利用について
レンタサイクル利用者は借り受けの際良い状態であることを確認し、また返却時も同様に良い状態で返却できるよう努めま
す。また、日本の法を遵守し、自転車に乗車します。
・自転車の部品などを交換したり、むやみに調整したりしません。
・自転車を駐車する際は、歩行者が安全に通れるようマナーを守り、盗難に合わないよう適切な場所に停車します。
・付属品を含めたレンタサイクルの返却は、契約書で約束した通りの日時までにTREX TORANOMON CAFE (以降TTC)
に返却します。万が一延長した場合、1時間ごとに1,000円の延滞料金を支払います。
・レンタサイクルとツアーは事前予約がある場合、月曜日〜日曜日の朝8時〜夜20時を営業時間であることを理解してい
ます(事前予約がない場合はファクトリーの営業時間に準ずる)。夜20時以降の返却となった場合は、1日分の延滞料金
を支払います。
・付属品を含めたレンタサイクル用品は、TTCの財産です。破損や紛失のないよう、取り扱いにはご注意します。

2. 修理とメンテナンス
レンタサイクルが破損し運転できなくなった場合は、即座にTREXまで連絡し、状況を報告します。近くの自転車屋で修理し
てレンタサイクル利用を続けるか、そこで終了して持ち帰るかはお選びいただけます。また、レンタサイクル利用者の使用に
よって発生したパーツの破損や紛失など、取り替えが必要な場合は全てレンタサイクル利用者の実費負担となることも理解
しています。なお、レンタル中に破損や紛失、盗難が発生した場合、次の通り費用を負担します。
クロスバイクの全破損／紛失(盗難含む)：65,000円
付属品やパーツの交換(紛失・盗難含む)：サドル8,000円/ライト3,500円/ ペダル 2,000円/前輪 15,000円/後輪 20,000円
※全ての交換・修理等費用には、メカニックの工賃を別途ちょうだいいたします。
※なんらかの理由で自転車を返却できない場合は、TTCにて回収も承ります。ただし、3,000 円/3km 以内 ( 3km 以上は、
1km ごとに500 円が加算されます。)

3. 事故が発生した場合のTTCの賠償責任免責
借り受けた自転車使用中に起きた事故、傷害、損害についてはTREX TORANOMON CAFE BICYCLE & TOURS にその責
任を転嫁したり、損害賠償を要求をすることはありません。また万が一事故や破損があった場合は速やかに申し出ます。
自転車には安全の限界があり、予期せぬ状況、使用方法によっては危険性が伴うことを承知しています。また、使用者の安
全を完全に保証する物ではないことを承知しています。

4. キャンセルポリシー
大雨など天候を起因としたツアーやレンタサイクルのリスケが可能です(変更希望日が、先に予約している方がいない場合に
限る)。そのほかのキャンセルについては、ツアーもしくはレンタサイクル利用開始時刻のの24時間前までにEメールもしく
は電話にて連絡します。

保険に関する記述
TREX TORANOMON CAFEのレンタサイクルは全て、TSマーク(赤)に加入しています。
万が一レンタサイクル使用中に起こしてしまった事故等に関し、使用者が被害者に与えた身体的な損害への賠償責任は次の
通り補償されます。
傷害補償

入院15日以上

一律10万円

死亡・重度後遺障害(1〜4級)

一律100万円

賠償責任補償

死亡・重度後遺障害(1〜7級)

限度額1億円

被害者見舞金

入院15日以上

一律10万円

なお、TSマークには相手の持ち物に対する物品損害やレンタサイクル利用者本人の体調不良、携行品破損に対する保険など
は含まれません。ご自身に対する保険への加入は、ご自身で海外旅行や保険、傷害保険、またはレジャー保険への加入をお
願いいたします、

プライバシーポリシー
ご記入いただいた個人情報は弊社内で適切・厳重に管理し、お客さまからご希望のあったレンタサイクル もしくは サイクリ
ングツアーに参加される際にのみ、安心安全な催行のために必要な情報として使用します。また、警察等の行政機関や司法
機関からの法律に基づいた要請があった場合を除き、第三者には提供いたしません。

同意の確認
私は、自身の意思でTREX TORANOMON CAFEのレンタサイクル／サイクリングツアーに参加することを決め、上記利用規
約等に同意することを認めます。また、利用者が18歳以下の場合は、保護者がこれを理解し、同意いたします。

署名

日付

.

FAX：03-6435-7583

TREX TORANOMON CAFE BICYCLE&TOURS
レンタサイクルお申し込み書
ホテル名
ご担当者様

連絡先
年

月

日

.

レンタル希望日時

20

：

AM・PM

ご希望プラン

2500円／半日(〜5h)、4000円／1日(5〜12h)
※返却はレンタル日の20:00まで

ご利用代表者様のお名前

.

連絡先（日本でつながる連絡先）

.

レンタル予約物品

スペシャライズド社
アリバイ

Sサイズ
(150〜160㎝)

サイズ
台数

Mサイズ
(160〜180㎝)

台

Lサイズ
(180㎝〜)

台

台

レンタル付属品
ヘルメット、前照灯、鍵、スマホホルダー、ドリンクホルダー
(料金内に含まれます) ※ノーパンクタイヤのため、空気入れの貸し出しは行なっていません
・事前予約は前日の18時までにお願いいたします。
・レンタル可能時間は朝8時〜夜20時です(事前予約がない場合はファクトリー
の営業時間に準じます。平日・土11時-20時／日・祝11時ｰ18時)

レンタサイクル
について

・ノーパンクタイヤ仕様のクロスバイクをご用意しています
・対象は中学生以上です（乗車可能な身長が150㎝以上のため）
・当店のメカニックによる貸し出し後メンテナンス／スタッフによる貸出し前点検を
必ず行ないます
・自転車用保険に加入した自転車をお貸し出しいたします
・返却後、スペシャルドリンクをご用意しています

付属以外のレンタル品
スクイズボトル（300円）
メッセンジャーバッグ（1,000円）

個
個

※キャンセル料は発生しませんが、万が一キャンセルする際は24時間前までに必ずご連絡くださいますようお願い
申し上げます
※レンタルご希望の時間の30分前までにご来店をお願いいたします。ご利用規約の説明や利用者情報書類の
ご記入、ルート上の立ち寄りスポットのご案内などを行います

