
御注文書
OR D E R  F O R M

企業名 /個人名

担当部署

担当者名

電話番号

FAX番号

メールアドレス

お申込日

お支払い

新規　・　変更

平成　　年　　月　　日（　  ）

当日　　現金精算   ・   カード

後日　　　　　ご請求     　　

CompanyName / Name

Office

Person in Charge

Telephone

Fax Number

Mail Address

固定

携帯
Telephone

Mobile

配車日

配車時間

乗客者名 /電話

緊急連絡先

希望車種

台数

ご乗車人数

お荷物個数

英会話ドライバー

ネームボードお名前

台

名

個

要　・　不要

平成  　　年　　  　月　　  　日（　  　　）

午前   ・   午後　          　  　時　　  　　分

                                 （　        　　　　様）

・ご請求は会員様のみとさせていただきます

・上記以外の支払い（前払い、クレジット後日請求）
　に関しましてはお問い合わせください

配 車 先

　　成田  ・  羽田　　　　　フライト情報　　　　　　便　発  ・  着　

個人宅　：　インターホン  ・  携帯お呼び出し  ・  待機　　　　　  ホテル　：　ベルデスクお声掛け  ・  待機

ご 利 用 先

その他特記事項 /変更事項

ご　注　文　内　容

・記入事項はお手数ですが必ずご記入をお願いします。
・乗務員情報はご利用日前日の17時までにご連絡いたし
   ます。（週末利用は金曜日にご連絡いたします）
・ハイヤー全車禁煙となります。

ＴＭ  Ｌｉｎｅ株式会社

キャンセルポリシー
　1.ご利用日の前々日まで無料です。
　2.ご利用日の前日午後15時まで30％のキャンセル料をいただきます。
　3.ご利用日の前日の午後15時～24時まで50％のキャンセル料をいただきます。
　4.ご利用日０時以降より100%のキャンセル料をいただきます。

TEL 03-5439-5407
FAX 03-5439-5408

                               New Order     Order Change

    Reservation Date                    Year     Month     Day (Day of the Week)           

         Payment                 On Date of Service Cash     /   Credit Card

                                       At a Future Date        Invoice

Invoice option is reserved for registered users.

If you have questions regarding other forms of payment 
(advanced payment, later-date credit invoice etc.), 
please feel free to contact us.

       Pick-Up Date                      Year           Month             Day         (Day of the Week)

      Pick-Up Time             AM        /       PM                              Hour                Minute

Passenger Name/Phone

   Emergency Contact                                                                      (Ms./Mr.)

Preferred Vehicle Type

Order Details

      Number of Cars

   Number of Passengers

      Number of Bags

English-Speaking Driver Needed                  Yes      /        No

 Name on Welcome Board

Pick-Up Location

             Narita     /    Haneda                            Flight Information                      Flight Number Departure/Arrival

   Home Pick-Up             Intercom                       Cell Phone                Waiting                   Hotel Pick-Up                      Bell Desk                     Waiting

    Destination

Special Instructions/Instruction Changes

・To help us provide you with efficient and safe service, 
  please fill the above form.
・We will contact you with information about your driver before 
  17:00 PM on the day prior to date of service. (In case of weekend 
  reservation, we will contact you on Friday)
・All vehicles are non-smoking.

Cancellation Policy
1. Two days before the pick up date:No Charge.
2. Until 15:00 on the day before the date of service, 30% of total charge is due.　　
3. Between 15:00 and 24:00 before the date of service, 50% of total charge is due.　
4. After 0:00 on the date of service, 100% of total charge is due.


