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      Something Hearts Cat Fanciers 
SHOW ENTRY FORM 

E-MAIL: somethinghearts@gmail.com FAX: 042-814-3591

エントリ ー クラ ー ク使用欄

Exhibitor# 

Entry # 

Catalog# 

出品者の責任において、正しい登録名、登録所有者、正しいクラスでエントリ ー してください。エキシビタ ー は、CFA登録証明書を参照してください。エントリ ー フォ ームには、登録名、登
録所有者、その他エントリ ー に必要なデータが正確に記載されていること（クラス番号については CFAショ ールールを参照） 。

チャンピオンシップ、プレミアシップ、プロビジョナルブリ ー ド、AOV、またはその他のエントリ ー は、エントリ ー フォ ームに以下の内容が記載されていない限り、ショ ー マネージメントは
そのエントリ ー を受理することを明示的に禁止する。CFA登録証明書に記載されているCFA登録番号を使用してください。 璽！告：CFAのショ ールールでは、チャンピオンシップクラスまた
はプレミアシップクラスにエントリ ーされる猫、あるいはAOV、プロビジョナル、ミセラニアスクラスにエントリ ーされる猫／子猫のエントリ ー情報を提出する際に、正しいCFA登録番号を
提出することが義務付けられています。エントリ 一時に正しい登録醤号をご記入しなかった場合は、このショ ーで達成されたすべての賞が取り消されます。特に記載のない限り、以下のすべ
ての情報は必須項目です。

猫の情報は全てアルファベットにて記入、 誤字脱字防止のために、 タイプか活字体で記入ください（エントリ ークラ ークは確認のため、あなたに電話する場合があります）

Name of Cat. 
登録された猫名：

CH、GC、PR、GP等の獲得タイトルを含まない、空白を含む英文35文字以内
CFA Registration# ONLY: 
CFA登録証明書の登録番号：

注意を参照の上記入ください
Color Class #: Breed. 

カラー クラス番号： 猫の品種；
ショ ー ルー ル、第30室を参照ください（登録番号と違う場合があります）

Sire: 
父猫：

Birthdate: 
誕生日：

Dam. 
母猫：

月 日 年

Color Description. 
登録された毛色：

．．．．
 

ex
別

s
性

Eye Color. 
目色：

(CH、GC、PR、GP等の獲得タイトルを付けて、空白を含む英文40文字以内—HHPは入力の必要がありません）

(CH、GC、PR、GP等の獲得タイトルを付けて、空白を含む英文40文字以内—HHPは入力の必要がありません）
Breeder. 
繁殖者：

Owner/Lessee: 
所有者／賃借人：

（空白を含む英文40文字以内）

Street Address for Owner/Lessee Listed Above. 
上記の所有者／賃借人の市町村以降の住所：

City: 
都道府県：

（空白を含む英文40文字以内—HHPは入力の必要がありません）
Email: 

Eメー ル：

State/Provi nee/Nation: 
州／行政区／国：

漢字の氏名： 漢字の住所：

主催クラブ名：

Phone. 
電話：

Zip /Pasta I Code. 
郵便番号：

開催地：

Agent: 
代理人（哀又¥ 電話：·

開催日：

AGENT INFORMATION 
代理人情報

出陳者が当日会場にいない場合、 出陳者は1人だけを代理人としてあなたの出陳の全てに指定しなければなりません。
出陳者の代埋人は、 すべての出陳のための同じことであるにちがいありません。 代埋人がいる場合、 すべての代埋人情報を完成してください。

（空白を含む英文40文字以内）
Agent's Address: 

代理人の住所（英文）： 代理人の住所（日本文）： 郵便番号：

確認書の送付先： 口所有者／賃借人 口代理人

居住している
地域／領域

口にチェック

□ 1
リジョン1

□ キッンK

□ プロビジョナル

□ ミセラニアス

□ ベテラン

□ ハウスホー ルドペット

□ エキシビション オンリー

□ AOV 

□ 2
リジョン2

所有者の署名：

□ 3
リジョン 3

□ 4
リジョン4

猫の出陳クラスを以下のクラスから選んで口にチェック

ノン・チャンピオンシップ チャンピオンシップ プレミアシップ

口ノ ー ビスNOV

□ オー プンOPN

□ チャンピオンCH

□ グランドチャンピオンGRC

□ 5
リジョン5

□ 6
リジョン6

□ 7
リジョン7

口ノ ー ビスNOV

□ オー プンOPN

□ プレミアPR

□ グランドプレミアGRP

□ TRN (CFA登録番号を持たない猫）
私はこのエントリのために一時的な登録番号を要請して、 ドキュメンテー ションに同意します。
（手続きの詳細はエントリー クラー クまでお問合せください）

□ 8
リジョン8

□ 9 □ D
リジョン9 インター ナショナルD

スペシャルリクエスト（オプション）

□ ダブルケー ジ：3000円

□ セー ルスケー ジ：3000円

□ グルーミングスペー ス：3000円

□ Sマイケー ジ：無料

□ Wマイケー ジ：3000円

□ 列の端：3000円

□ ベンチングリクエスト：

私はここに上記の猫を自己責任でエントリー しますが、このショー で有効なCat Fanciers'Associatio n, Inc．のショー ルー ルの規定に従うものとします。 現行の印刷さ
れたショー ルー ル（英文）は、CFA セントラルオフィス(CFA Central Office: PO Box 1005 Manasquan, NJ 08736-0805価格：＄5.00)から入手することができます。

CFA ジャパンリジョンで翻訳されたショー ルー ルとスタンダ ー ドのセット3000円が購入できるかもしれません。

□ 私は、 このエントリー フォ ームに記載された情報が、私の知る限り真実かつ正確であることをここに表明します。

（所有者が18オ未満の場合は所有者の親または保護者によって吾名されなければなりません）
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