THAI Airways International Public Company Limited
CREDIT CARD OR VISA/MASTER CARD DEBIT CARD PAYMENT CONSENT FORM USE FOR INTERNET BOOKINGS
クレジットカード・デビットカード使用同意書

RESERVATION CODE (1A/TG)
PASSENGER NAME 1 :

（ローマ字・英語にてご記入ください）

予約番号 :

LAST NAME (姓) :
FIRST NAME (名) :
LAST NAME (姓) :
PASSENGER NAME 2 :
ご搭乗者氏名 2
FIRST NAME (名) :
LAST NAME (姓) :
PASSENGER NAME 3 :
ご搭乗者氏名 3
FIRST NAME (名) :
LAST NAME (姓) :
PASSENGER NAME 4 :
ご搭乗者氏名 4
FIRST NAME (名) :
FIRST DEPARTURE FLIGHT / DATE 旅行開始便/日付
FIRST DEPARTURE CITY
旅行開始都市
CREDIT / DEBIT CARD NUMBER カード番号
CARD EXPIRY DATE
カード有効期限
CARDHOLDER NAME
カード名義人氏名
ご搭乗者氏名 1

TG

CARDHOLDER TELEPHONE CONTACT

カード名義人電話番号

CONTACT E-MAIL ADDRESS

カード名義人

便

/ Date 日

Month

月

Year

年

e-メールアドレス

I hereby confirm that the above details are correct and that I have purchased the ticket(s) for the passenger(s) specified
上記の記載内容が正しいこと、および、この搭乗者の航空券の購入をすることに同意します。

( Cardholder’s name appeared on credit/debit card must match with name on ID issued by government or passport of credit/debit cardholder )
（クレジットカード/ デビットカードの名義人氏名がそのカード所有者のパスポート/

ID の氏名と一致すること）

Regulations : (お手続き方法)
1. Credit Cards or Debit Visa / MasterCard cardholder must contact THAI city ticketing offices only during office hour at their nearest locality in person
and present the following documents
クレジットカード/ デビットカードの名義人ご自身が、最寄りのタイ国際航空へ営業時間内に、下記の書類をご持参ください。(コピー不可)

- Credit Cards or Debit Visa / MasterCard used in the purchase - 航空券ご購入時にご利用頂いたクレジット・デビットカード
- ID or passport matching that of the holder of the credit card - カード名義人のパスポート (または、日本の運転免許証)
＜カードの名義人氏名がそのカード所有者のパスポート・免許証と一致していること＞

- Completed and signed Consent Form by cardholder.
- 必要事項記入済みの弊社指定の同意書
2. After the documents have been verified and approved, THAI shall provide you booking reference.
上記必要書類を確認後、予約確認書をお渡しします。このお手続きにより、E-チケットのお客様控え

(Itinerary Receipt)をそのままご利用頂けます。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** THAI reserves the rights to deny boarding to the traveling passengers, if the above mentioned procedures and regulations have not been complied with nor
have been received by THAI. ご搭乗時までに上記の手続き完了が必須となります。
** Your credit card or VISA/MasterCard debit card/ID information will be strictly confidential, and will be destroyed once the payment process has been
completed. ご利用いただいたクレジットカード情報は、お支払い手続き完了後に、弊社にて責任を持って破棄させていただきます。

For Official Use only
Credit/Debit Cardholder Signature as per on Credit/Debit Card

THAI AIRWAYS VALIDATION STAMP

カード所有者 サイン（カードに記載通りのこと）

_______________________________________________
(
)
DATE

日付/

STAFF SIGNATURE

_________________

個人情報取り扱いにつきましては、弊社ホームページ http://www.thaiair.co.jp/corporate/terms‐of‐use/index.html にてご確認ください
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