当店をご利用のお客様へ
〒362-0002

上尾

埼玉県上尾市南348

TEL.048-776-6691FAX.048-776-6692
レントオール上尾は、
特別な契約を締結しない限り以下の規約を適用いたします。 【営業時間】 ９時～１８時 【定休日】 日・祝日

・ 初めてご利用のお客様はレンタル時に免許証 ・ 健康保険証 ・ パスポート ・ 学生証のいずれかの控えを取らせていただきますので、 ご了承願います。
・ レンタル代金は前払いとなっております。 現金、 事前銀行振込、 でのお支払からお選びいただけます。
・ 下記レンタル約款をご確認後、 ご署名を頂戴致します。
1. 商品はレントオール上尾がレンタル契約にもとづいてお客様にお貸しするものです。
2. レンタル期間は、商品がお客様のお手元に渡った時から、私どもの手元に戻るまでの期間です。
3. 商品は店頭渡し、店頭返却としますが、お客様が配達・引取りを希望される場合は別途所定の料金をいただきます。
4. 商品は使用目的に合った通常の用法で使用をしていただき、使用保管については、十分なご注意をお願いします。
5. 私どもの商品の確認、点検をいつでも使用場所に立ち入り、実施できるものとします。
6. お客様は商品を第三者に使用させたり、譲渡・質入・転貸・占有・移転等をすることはできません。又商品を改造、改良してはいけません。
7. 商品について第三者が、差押、仮差押又は権利主張をする恐れがある場合は、直ちに私どもにその旨を通知していただきます。
8. レンタル期間中万一、中途解約の場合があっても、当初お約束の期間の料金をいただきます。
9. 私どもの商品の返却に関し、通常の損傷以上に商品が破損し、修理を必要とする場合は、修理代金に相当する金額又は、新規購入に要する
費用を弁償していただきます。盗難・火災等の場合も同様ですが、盗難届・被災証明を取っていただきます。
10. レンタル期間が満了すれば、私どもの営業時間内に商品を返却していただきます。
もし返却を遅延された場合には、別途追加料金をいただきます。
11. ご予約が確定後のキャンセルにつきましては、下記条件に沿ったキャンセル料を頂戴いたします。
※『レンタル当日』とは当店がお客様に商品を受け渡す日を指します。イベント開催日のことではありませんのでご注意下さい。
取扱事項/キャンセル日時

レンタル開始日から4日前まで

レンタル商品

ご請求なし

他店からの取寄せ商品
配送回収費
設営撤去人件費等
販売商品

レンタル開始日から3日前まで

レンタル開始日から2日前まで

レンタル開始日から1日前まで

レンタル当日

50％のご請求

80％のご請求

100％のご請求

30％のご請求
弊社発注前 無料
配送日の4日前まで 無料
設営開始日の7日前まで 無料

弊社発注後 100%のご請求
配送日の3日前から 100％のご請求
設営開始日の6日前から 100％のご請求

仕入業者に返品可能な商品の除き弊社発注後、100%のご請求

取次・その他特殊商品等

・レンタル当日の前日が休業日の場合は、休業の前の営業日を前日として扱わせて頂きます。
・雨天中止によりキャンセルする可能性がある場合は、事前にお知らせください。
・運搬・設営・撤去などが含まれるイベント案件に関しましては、別途キャンセル料の取決めをさせて頂く場合があります。

12. お客様がもしこの約束を破られた場合、私どもは特別の通知、催告なしで、この約束を解約できるものとします。この場合、お客様は直ち
に商品を返却しなければなりません。私どもの手元に商品が戻るまでの期間のレンタル料金及び追加料金をいただきます。
13. お客様の誤使用、不注意、使用目的外のご使用によ り生じた損害については、私どもは一切の責任を負いません。
14. 商品に不具合が見つかり、修理してもお客様のご使用を達成しない場合、直ちにご連絡をいただくものとします。同種同等の商品の代替品
をレンタル いたします。代替品が無い場合は、レンタル料の払い戻しをもって一切の責任はないものとします。
15. 商品の使用場所が当店の営業・配達範囲 外の場合、商品の不具合等による代替品のお届けが出来ない場合があります。
この場合、レンタル料の払い戻しをもって一切の責任はないものとします。
16. お客様の身分が明らかでない場合や、一部レンタル商品の中で保証金をお預かりする場合があります。
17. もしお客様との間に、紛争が生じた場合には、第一審の管轄裁判所は私どもの本店を管轄する地方裁判所と致します。

【配送についての基本条件】
・ 配送時間は 9： 00 ～ 18 ： 00 となります。
・ 配送の時間指定はご相談の上、 前後 30 分から 1 時間の幅を頂く場合があります。
・ 配送車両は、 1ｔバン ・ 2ｔ～ 3ｔ平トラックのいずれか 1 車となります。
・ 商品の受け渡しは、 車両が進入可能、 かつ荷下ろし作業が可能な場所での車上渡しとさせていただきます。
・ 入場や駐車に費用が発生する場合は実費ご請求となりますので事前にご連絡下さい。 併せて通行証が必要な場合も必ず事前にご連絡下さい。
※上記項目に該当しない場合は、 別途お見積もりさせて頂きますので、 お気軽にお問い合わせ下さい。

興行 ( イベント ) 中止保険のおすすめ
悪天候や不測かつ突発的な事由により、 イベントが中止になった場合の損害を補償いたします。 詳しくはレントオールスタッフまでお問合せ下さい。
18.03.09

FAX 送信用

上尾

見積依頼・仮押さえ・発注フォーム

■当店からのご返信をもって送信内容のお引受けとさせて頂きます。
〒362-0002 埼玉県上尾市南348
■３営業日以内に返信がない場合は、電話等でのご確認をお願い致します。
TEL.048-776-6691FAX.048-776-6692
■在庫状況により、見積依頼・仮押さえ・発注にお応えできない場合がございます。 【営業時間】 ９時～１８時 【定休日】 日・祝日

【お客様情報】 ★は必須項目です
依頼内容

★

見積依頼

利用形態

★

個人 で利用

会社名

見積依頼と商品の仮押さえ

発注

法人（団体）で利用
部署名

（団体名）
フリガナ

氏名

★ 姓

住所

（自宅・会社）

（ビル名

部屋番号まで記入）

名

〒
★

TEL・携帯電話・FAX

★

TEL

携帯

FAX

【レンタル期間・商品内容・受渡し方法と使用環境】
レンタル開始日（お客様に商品を受渡す日）★ 西暦

年

レンタル終了日（当店に商品が戻る日）

年

★

西暦

例：折りたたみイス 屋内用

レンタル希望商品

月

日

曜日

月

日

曜日

×10

★

（ご自由にご記入ください）

商品の受渡し方法

★

（いずれか1 つにチェック）

商品使用場所の環境

★

「店頭渡し」希望 日曜,祝日の商品受渡し,返却はできません。

「配達と引取 」希望

「配達のみ」希望

「引取のみ」希望

屋内

※別途運搬費

※別途運搬費
※別途運搬費

屋外 （コンクリート・アスファルト・砂・土・芝生・その 他 [

] ）

配達を希望のお客様のみ全項目必須 ★
配達先の情報

上記お客様情報と全て同じ

別の配達先を指定 ※下記欄にご記入下さい

配達先の名称とイベント名など
配達先の住所

〒

配達先のご担当者の氏名と連絡先

氏名

配達希望時間

9～18時

※チェックなしの場合は
「9～18時 」を適用させて頂きます。

引取希望時間

設営・撤去作業の有無（いずれか1 つにチェック）
イス、テーブルの並べ等も設営・撤去の対象となります。

商品の受渡し状況
（該当全てにチェック）

9～12時

13～18時

時間外、または完全時間指定を希望
9～18時

※チェックなしの場合は
「9～18時 」を適用させて頂きます。

携帯電話

9～12時

AM・PM

(

)時(

)分 ※要割増料金

AM・PM

(

)時(

)分 ※要割増料金

13～18時

時間外、または完全時間指定を希望
不要

→

→

「設営・撤去」の両方を希望

「設営作業」のみ希望

「撤去作業」のみ希望

車両が道交法的に無理なく自然な停車ができる場所での受渡し 【運搬費のみ】
屋内や車両の進入できない所までの運搬を希望 【運搬費+割増料金】
車両の高さ・車幅・重量制限がある[
『入場許可証』が必要である
敷地・施設内外に注意点がある[

【ご返信方法と同意事項の確認】
同意事項の確認 ★

ご返信方法 ★
FAX で見積り希望
電話連絡希望
※FAX でお返信をご希望のお客様は、必ず番号をご明記下さい。

別添の「レンタル約款」に同意します。

■その他特記事項・ご質問・上記に収まらなかったレンタル希望商品

レントオール上尾 宛

⇒

FAX 048-776-6692

]
]

