
1）参加するショーの□にチェックを入れるか、参加しないShowを消して下さい。

　オフィシャルエントリー用紙は、参加するショーにチェックを入れ、ショー毎にご記入ください。

　エントリーが多く、１枚に書ききれない方は、複数枚使用してください。その場合は通し番号を入れてください。

4月17日（日）□ARBA YBRC 22th Rabbit Show 2016 　4月17日（日）□ARBA YBRC 23th Rabbit Show 2016

2）必要事項を漏れなく記入して下さい（全ての項目は記載必須です）。

ふりがな

名　前

ローマ字

住　所

TEL

e-mail

3）記入例にそって必要事項を記入して下さい。※の項目は必須です。記入漏れがないようにして下さい。
耳番号）

種　類）

グループ）

毛）

ファー）

耳番号※ 品種※ 色※ クラス※ 性別※ 一般部門 ファー部門 合　計

NS106 ネザーランドドワーフ オレンジ J B ¥3,000 ¥1,000 ¥4,000

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

４）エントリー料金の合計金額をご記入下さい。

５）以下の振込先にエントリー料金をお振込み下さい。 ※出展料合計

６）お振込みの詳細をご記入下さい。

お振込日

振込先）

他金融機関
からの振込

8）エントリー用紙をFAX、e-mail、郵送のいずれかの方法でお送り下さい。

送り先）

e-mail： show@rabbittail.com TEL： 045-751-2181 FAX：
注：FAXにてお送り頂いた場合は、必ず上記の番号までFAX到着確認のお電話をお願いいたします。

9）この用紙は、当日のエントリー受付時に必要になりますので、当日、必ずご持参下さい。

10）当日のお申し込み及びエントリー処理後のキャンセルは一切受け付けられませんのでご了承下さい。

11）レジストレーション希望数（出来る限りご記入下さい。当日の受付がスムーズに行くように配慮いたします。）

レジストレーション希望数

　ゆうちょ銀行　記号）10290　番号）80079401　有限会社オーグ•うさぎのしっぽ

※入金の際にはお名前の前に必ず　１２３　と入力してください。尚、お振込手数料はご負担下さい。

〒235-0002　横浜市磯子区磯子2-20-51 「うさぎのしっぽ」内　横浜ベイラビットクラブ事務局

045-754-2354（注）

月　　　日申込月日：

　店名）〇二八（ゼロニハチ）　店番）028　普通預金　8007940

お振込金額

¥0

グループ

AOV

エントリー用紙

1

名

ARBA認定種のみエントリー可能です。

スタンダードに決められたグループをお書き下さ
い。わからない場合には不明とご記入下さい。

スタンダードに決められた名称をお書き下さい。

姓

通し番号

お振込人金融機関名 ご記入電話番号

左耳に入墨されている番号です。入っていない場
合は繁殖したブリーダーに確認してください。

毛質の審査希望の場合は、○をおつけください。

別途出展料1,000円かかります。なお、ファー部
門だけのエントリーはできません。

クラス）小型～中型種　ジュニア（生後6ヶ月未満）＝Jラ　　　　　　　　 	

　　　　　　　　               シニア　（生後6ヶ月以上）＝S	
　　　　 大型種　          ジュニア（生後6ヶ月未満）＝J	

   　　　　　                  インターメディエート　（生後6ヶ月以上）＝I	
　　　　 　　　　　　　 　　　シニア　（生後6ヶ月以上）＝S	

但し、クラス区別が異なる場合もありますので、詳しくはARBAのス

タンダード オブ パーフェクションを参照していただくか、または、事
務局までご連絡下さい。	

性　別）オス＝B　メス＝D	



1）参加するショーの□にチェックを入れるか、参加しないShowを消して下さい。

　オフィシャルエントリー用紙は、参加するショーにチェックを入れ、ショー毎にご記入ください。

　エントリーが多く、１枚に書ききれない方は、複数枚使用してください。その場合は通し番号を入れてください。

4月17日（日）□ARBA YBRC 22th Rabbit Show 2016 　4月17日（日）□ARBA YBRC 23th Rabbit Show 2016

2）必要事項を漏れなく記入して下さい（全ての項目は記載必須です）。

ふりがな

名　前

ローマ字

住　所

TEL

e-mail

3）記入例にそって必要事項を記入して下さい。※の項目は必須です。記入漏れがないようにして下さい。
耳番号）

種　類）

グループ）

毛）

ファー）

耳番号※ 品種※ 色※ クラス※ 性別※ 一般部門 ファー部門 合　計

NS106 ネザーランドドワーフ オレンジ J B ¥3,000 ¥1,000 ¥4,000

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

４）エントリー料金の合計金額をご記入下さい。

５）以下の振込先にエントリー料金をお振込み下さい。 ※出展料合計

６）お振込みの詳細をご記入下さい。

お振込日

振込先）

他金融機関
からの振込

8）エントリー用紙をFAX、e-mail、郵送のいずれかの方法でお送り下さい。

送り先）

e-mail： show@rabbittail.com TEL： 045-751-2181 FAX：
注：FAXにてお送り頂いた場合は、必ず上記の番号までFAX到着確認のお電話をお願いいたします。

9）この用紙は、当日のエントリー受付時に必要になりますので、当日、必ずご持参下さい。

10）当日のお申し込み及びエントリー処理後のキャンセルは一切受け付けられませんのでご了承下さい。

11）レジストレーション希望数（出来る限りご記入下さい。当日の受付がスムーズに行くように配慮いたします。）

ご記入電話番号

　ゆうちょ銀行　記号）10290　番号）80079401　有限会社オーグ•うさぎのしっぽ

エントリー用紙 申込月日： 月　　　日

通し番号

2

姓 名

左耳に入墨されている番号です。入っていない場
合は繁殖したブリーダーに確認してください。

ARBA認定種のみエントリー可能です。

スタンダードに決められたグループをお書き下さ
い。わからない場合には不明とご記入下さい。

スタンダードに決められた名称をお書き下さい。

毛質の審査希望の場合は、○をおつけください。

別途出展料1,000円かかります。なお、ファー部
門だけのエントリーはできません。

グループ

AOV

¥0

金融機関名 お振込人 お振込金額

レジストレーション希望数

　店名）〇二八（ゼロニハチ）　店番）028　普通預金　8007940

※入金の際にはお名前の前に必ず　１２３　と入力してください。尚、お振込手数料はご負担下さい。

〒235-0002　横浜市磯子区磯子2-20-51 「うさぎのしっぽ」内　横浜ベイラビットクラブ事務局

045-754-2354（注）

クラス）小型～中型種　ジュニア（生後6ヶ月未満）＝Jラ　　　　　　　　 	

　　　　　　　　               シニア　（生後6ヶ月以上）＝S	
　　　　 大型種　          ジュニア（生後6ヶ月未満）＝J	

   　　　　　                  インターメディエート　（生後6ヶ月以上）＝I	
　　　　 　　　　　　　 　　　シニア　（生後6ヶ月以上）＝S	

但し、クラス区別が異なる場合もありますので、詳しくはARBAのス

タンダード オブ パーフェクションを参照していただくか、または、事
務局までご連絡下さい。	

性　別）オス＝B　メス＝D	

クラス）小型～中型種　ジュニア（生後6ヶ月未満）＝Jラ　　　　　　　　 	

　　　　　　　　               シニア　（生後6ヶ月以上）＝S	
　　　　 大型種　          ジュニア（生後6ヶ月未満）＝J	

   　　　　　                  インターメディエート　（生後6ヶ月以上）＝I	
　　　　 　　　　　　　 　　　シニア　（生後6ヶ月以上）＝S	

但し、クラス区別が異なる場合もありますので、詳しくはARBAのス

タンダード オブ パーフェクションを参照していただくか、または、事
務局までご連絡下さい。	

性　別）オス＝B　メス＝D	



1）参加するショーの□にチェックを入れるか、参加しないShowを消して下さい。

　オフィシャルエントリー用紙は、参加するショーにチェックを入れ、ショー毎にご記入ください。

　エントリーが多く、１枚に書ききれない方は、複数枚使用してください。その場合は通し番号を入れてください。

4月17日（日）□ARBA YBRC 22th Rabbit Show 2016 　4月17日（日）□ARBA YBRC 23th Rabbit Show 2016

2）必要事項を漏れなく記入して下さい（全ての項目は記載必須です）。

ふりがな

名　前

ローマ字

住　所

TEL

e-mail

3）記入例にそって必要事項を記入して下さい。※の項目は必須です。記入漏れがないようにして下さい。
耳番号）

種　類）

グループ）

毛）

ファー）

耳番号※ 品種※ 色※ クラス※ 性別※ 一般部門 ファー部門 合　計

NS106 ネザーランドドワーフ オレンジ J B ¥3,000 ¥1,000 ¥4,000

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

４）エントリー料金の合計金額をご記入下さい。

５）以下の振込先にエントリー料金をお振込み下さい。 ※出展料合計

６）お振込みの詳細をご記入下さい。

お振込日

振込先）

他金融機関
からの振込

8）エントリー用紙をFAX、e-mail、郵送のいずれかの方法でお送り下さい。

送り先）

e-mail： show@rabbittail.com TEL： 045-751-2181 FAX：
注：FAXにてお送り頂いた場合は、必ず上記の番号までFAX到着確認のお電話をお願いいたします。

9）この用紙は、当日のエントリー受付時に必要になりますので、当日、必ずご持参下さい。

10）当日のお申し込み及びエントリー処理後のキャンセルは一切受け付けられませんのでご了承下さい。

11）レジストレーション希望数（出来る限りご記入下さい。当日の受付がスムーズに行くように配慮いたします。）

　ゆうちょ銀行　記号）10290　番号）80079401　有限会社オーグ•うさぎのしっぽ

レジストレーション希望数

　店名）〇二八（ゼロニハチ）　店番）028　普通預金　8007940

※入金の際にはお名前の前に必ず　１２３　と入力してください。尚、お振込手数料はご負担下さい。

〒235-0002　横浜市磯子区磯子2-20-51 「うさぎのしっぽ」内　横浜ベイラビットクラブ事務局

¥0

金融機関名 お振込人 お振込金額 ご記入電話番号

スタンダードに決められたグループをお書き下さ
い。わからない場合には不明とご記入下さい。

スタンダードに決められた名称をお書き下さい。

毛質の審査希望の場合は、○をおつけください。

別途出展料1,000円かかります。なお、ファー部
門だけのエントリーはできません。

グループ

AOV

エントリー用紙 申込月日： 月　　　日

通し番号

3

姓 名

左耳に入墨されている番号です。入っていない場
合は繁殖したブリーダーに確認してください。

ARBA認定種のみエントリー可能です。

045-754-2354（注）

クラス）小型～中型種　ジュニア（生後6ヶ月未満）＝Jラ　　　　　　　　 	

　　　　　　　　               シニア　（生後6ヶ月以上）＝S	
　　　　 大型種　          ジュニア（生後6ヶ月未満）＝J	

   　　　　　                  インターメディエート　（生後6ヶ月以上）＝I	
　　　　 　　　　　　　 　　　シニア　（生後6ヶ月以上）＝S	

但し、クラス区別が異なる場合もありますので、詳しくはARBAのス

タンダード オブ パーフェクションを参照していただくか、または、事
務局までご連絡下さい。	

性　別）オス＝B　メス＝D	

クラス）小型～中型種　ジュニア（生後6ヶ月未満）＝Jラ　　　　　　　　 	

　　　　　　　　               シニア　（生後6ヶ月以上）＝S	
　　　　 大型種　          ジュニア（生後6ヶ月未満）＝J	

   　　　　　                  インターメディエート　（生後6ヶ月以上）＝I	
　　　　 　　　　　　　 　　　シニア　（生後6ヶ月以上）＝S	

但し、クラス区別が異なる場合もありますので、詳しくはARBAのス

タンダード オブ パーフェクションを参照していただくか、または、事
務局までご連絡下さい。	

性　別）オス＝B　メス＝D	



1）参加するショーの□にチェックを入れるか、参加しないShowを消して下さい。

　オフィシャルエントリー用紙は、参加するショーにチェックを入れ、ショー毎にご記入ください。

　エントリーが多く、１枚に書ききれない方は、複数枚使用してください。その場合は通し番号を入れてください。

4月17日（日）□ARBA YBRC 22th Rabbit Show 2016 　4月17日（日）□ARBA YBRC 23th Rabbit Show 2016

2）必要事項を漏れなく記入して下さい（全ての項目は記載必須です）。

ふりがな

名　前

ローマ字

住　所

TEL

e-mail

3）記入例にそって必要事項を記入して下さい。※の項目は必須です。記入漏れがないようにして下さい。
耳番号）

種　類）

グループ）

毛）

ファー）

耳番号※ 品種※ 色※ クラス※ 性別※ 一般部門 ファー部門 合　計

NS106 ネザーランドドワーフ オレンジ J B ¥3,000 ¥1,000 ¥4,000

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

４）エントリー料金の合計金額をご記入下さい。

５）以下の振込先にエントリー料金をお振込み下さい。 ※出展料合計

６）お振込みの詳細をご記入下さい。

お振込日

振込先）

他金融機関
からの振込

8）エントリー用紙をFAX、e-mail、郵送のいずれかの方法でお送り下さい。

送り先）

e-mail： show@rabbittail.com TEL： 045-751-2181 FAX：
注：FAXにてお送り頂いた場合は、必ず上記の番号までFAX到着確認のお電話をお願いいたします。

9）この用紙は、当日のエントリー受付時に必要になりますので、当日、必ずご持参下さい。

10）当日のお申し込み及びエントリー処理後のキャンセルは一切受け付けられませんのでご了承下さい。

11）レジストレーション希望数（出来る限りご記入下さい。当日の受付がスムーズに行くように配慮いたします。）

レジストレーション希望数

　ゆうちょ銀行　記号）10290　番号）80079401　有限会社オーグ•うさぎのしっぽ

AOV

¥0

金融機関名 お振込人 お振込金額 ご記入電話番号

左耳に入墨されている番号です。入っていない場
合は繁殖したブリーダーに確認してください。

ARBA認定種のみエントリー可能です。

スタンダードに決められたグループをお書き下さ
い。わからない場合には不明とご記入下さい。

スタンダードに決められた名称をお書き下さい。

毛質の審査希望の場合は、○をおつけください。

別途出展料1,000円かかります。なお、ファー部
門だけのエントリーはできません。

グループ

エントリー用紙 申込月日： 月　　　日

通し番号

4

姓 名

　店名）〇二八（ゼロニハチ）　店番）028　普通預金　8007940

※入金の際にはお名前の前に必ず　１２３　と入力してください。尚、お振込手数料はご負担下さい。

〒235-0002　横浜市磯子区磯子2-20-51 「うさぎのしっぽ」内　横浜ベイラビットクラブ事務局

045-754-2354（注）

クラス）小型～中型種　ジュニア（生後6ヶ月未満）＝Jラ　　　　　　　　 	

　　　　　　　　               シニア　（生後6ヶ月以上）＝S	
　　　　 大型種　          ジュニア（生後6ヶ月未満）＝J	

   　　　　　                  インターメディエート　（生後6ヶ月以上）＝I	
　　　　 　　　　　　　 　　　シニア　（生後6ヶ月以上）＝S	

但し、クラス区別が異なる場合もありますので、詳しくはARBAのス

タンダード オブ パーフェクションを参照していただくか、または、事
務局までご連絡下さい。	

性　別）オス＝B　メス＝D	

クラス）小型～中型種　ジュニア（生後6ヶ月未満）＝Jラ　　　　　　　　 	

　　　　　　　　               シニア　（生後6ヶ月以上）＝S	
　　　　 大型種　          ジュニア（生後6ヶ月未満）＝J	

   　　　　　                  インターメディエート　（生後6ヶ月以上）＝I	
　　　　 　　　　　　　 　　　シニア　（生後6ヶ月以上）＝S	

但し、クラス区別が異なる場合もありますので、詳しくはARBAのス

タンダード オブ パーフェクションを参照していただくか、または、事
務局までご連絡下さい。	

性　別）オス＝B　メス＝D	


