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ジュネーブ⽇本倶楽部法⼈／賛助法⼈会員⼊会申込書 

年 月 日 

下記の会員として申し込みをします。 

A. 法人会員 B. 賛助法人会員

1. 法人に関する情報（A.B.共通）

法人名： 日本語名(ふりがな) 

現地名 

住 所： 

電話番号 

FAX 番号 

E‐mail 

Website 

事業内容 

注：上記の情報は、「事業内容」を除き、JCG ウェブサイトの「法人会員リスト」に掲載します。 

https://japanclubge.ch/pages/activity_committee_cci_list.htm
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2. 登録会員に関する情報（A.B.共通）

ふりがな ふりがな 

E-mail
会員名簿

記載 
E-mail(2)氏 名 配偶者名 

ローマ字 ローマ字

代表者 □

登録会員 □

登録会員 □

登録会員 □

登録会員 □

登録会員 □

① 登録者が多数の場合は、上記記載内容をエクセルなどのリストでご提出ください。

② 登録者のご家族(配偶者およびお子様)は、登録者と同様にJCGの活動に参加いただけます。

③ 会員名簿／所属先名簿(JCG会員のみに配布)には、代表者名を一番上に記載、その他の登録会員の

お名前は ABC 順で掲載します。配偶者名は記載しません。

④ 「E-mail 」は、会報等のJCG情報の送付先です。会員名簿に掲載を希望する場合は□に✓をいれ

てください。

⑤ 「E-mail (2)」は、ご希望があれば 2つ目の情報送付先アドレス(ご自宅やご家族のアドレス等)を

ご登録いただくものです。会員名簿には記載しません。
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3. 年会費に関する情報

登録カテゴリー 

（会員登録者全員共通） a. 電子会員 b. 郵送会員

年会費の詳細については、JCGウェブサイトの「入会のご案内」、「会費規約」をご覧ください。 

A. 法人会員の場合

口料金／人頭料金 口数／人頭数 合 計 

①法人登録会費
200CHF
2023年度 150CHF 口 CHF 

②人頭会費 

(a./b.いずれかに記入) 

a. 電子会員
80CHF 
2023年度  60CHF 人 CHF 

b. 郵送会員
100CHF
2023年度  75CHF 人 CHF 

年会費合計 CHF 

注1：法人登録会費は登録人数に応じた口数で、1口につき年間200フランとなります。

1～2名:1口以上 ／ 3名～4名:2口以上 ／ 5名～9名:3口以上 ／ 10名～19名:5口以上 ／ 20名以上:10口以上

注2：入会期間が年度半期のみの場合、人頭会費は a.または b.につき、それぞれ半額（40CHFまたは50CHF）となります。

※会計年度変更に伴い2023年度の年会費は特別措置が取られております。詳しくは以下のサイトをご覧ください。
https://www.japanclubge.ch/activities/2023/membershipfees2023c.pdf

B. 賛助法人会員の場合

年会費／人頭料金 年会費／人頭数 合 計 

①賛助法人登録会費

(登録会員1 名を含む) 

400CHF以上 
2023年度300CHF

②人頭会費 

(登録会員 2 名以上から。 

a. /b.いずれかに記入）

a. 電子会員

b. 郵送会員

年会費合計
注1：入会期間が年度半期のみの場合、人頭会費は a.または b.につき、それぞれ半額（40CHFまたは50CHF）となります。 

※会計年度変更に伴い2023年度の年会費は特別措置が取られております。詳しくは以下のサイトをご覧ください。 
https://www.japanclubge.ch/activities/2023/membershipfees2023sc.pdf

JCG 会員申込みの送付先 The Japan Club of Geneva (JCG) 

E-mail：mail@japanclubge.ch

登録いただいた個人情報は、JCG関連事業に関する情報配信の目的のみに使用します。 

CHF 

CHF 

CHF 

CHF 

80CHF 
2023年度  60CHF
100CHF
2023年度  75CHF

https://japanclubge.ch/pages/organization_register.htm
https://japanclubge.ch/pages/organization_membershipfee.htm
https://www.japanclubge.ch/activities/2023/membershipfees2023c.pdf
https://www.japanclubge.ch/activities/2023/membershipfees2023sc.pdf
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