
特別会員入会申込書

申込日： 2019年 6月 10日

2019年 7月 より入会希望 （2） 会員種別

（フリガナ）

(〒 107-8502 ）

(TEL) (FAX)

(姓) (名) （役職名）

(姓) (名) （役職名）

(TEL) (FAX)

（宛名： ）

（宛名： ）

(〒 ）

（宛名： ）

（宛名： ）

(〒 ）

601

01 02

（13） 会費の振込み

　　送金日　： 2019年 6月 28日 送金（予定） 【送金先】

　送金方法　：

　送金内容　： 入 会 金 1,000 円

会 費 300,000 円

国際会員会費 2,000 円

Ｓ ＆ Ｆ 購読料 0 円

計 303,000 円 ◆請求書発行を希望する場合はチェックを入れてください→

（12)  他の所属学会協会

　　  メールアドレス

（9） 学会誌送付先住所

東京都港区六本木１－１－○○

メールニュース配信

（6） 代表住所

　 　 代表連絡先

（7） 代表者氏名

（8） 担当者氏名

代表取締役社長太郎

次郎 部長

　　  連絡先

【送付先】　FAX：０３－３９４６－８６７８／Eメール：kaiin@jiban.or.jp

03-6229-××××

（11) 業種分類

03-6229-△△○○

sengoku@jiban.com

地盤

千石

技術本部　地盤設計部

03-6229-△△△△

　　  所属部署

口座名義 「公益社団法人地盤工学会」

　郵便振替 ： 00110-5-68798

　銀行口座 ： みずほ銀行　駒込支店　普通預金　1075367

03-6229-xxxx

記入要領を参考に太枠のなかをご記入の上、会員係へお送りください。

（1） 入会希望月

（5） 法人または団体名

（10） 請求書送付先住所

（3） 国際会員への加入【有料】

ジバンケンセツカブシキガイシャ　トウキョウシテン

地盤建設株式会社　東京支店

（4） Ｓｏｉｌｓ & Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎｓ
     の 購読　【有料】

特級 1級 2級 3級 4級 

希望する 希望しない 

郵便振替 銀行振込 

希望する 希望しない 

代表住所と同じ 団体名 代表者名 担当者名 

その他 団体名 代表者名 担当者名 

代表住所と同じ 団体名 代表者名 担当者名 
その他 団体名 代表者名 担当者名 

Online版＋冊子 
Online版のみ 

希望しない 

希望する 希望しない 



特別会員入会申込書 記入要領 
 

(1) 入会希望月 入会希望月を記入。（年度途中での入会を希望する場合は、下記会費を確認のうえ納付※） 

(2) 会員種別 加入を希望する特別会員の等級にチェック。 

(3) 国際会員への加入 加入（別途会費要）を希望する場合は、「希望する」にチェック。 

(4) Soils & Foundationsの購読 購読（有料）を希望する場合は、「希望する」にチェック。 

(5) 法人または団体名 加入を希望する法人または団体名称。 

(6) 代表住所、代表連絡先 加入を希望する法人または団体の代表住所。 

(7) 代表者氏名 加入を希望する法人または団体の代表者の氏名。 

(8) 担当者氏名 

 

   所属部署、連絡先 

   メールアドレス 

地盤工学会と特別会員間の事務手続き等を行う担当者名。（(6)の所在地に所属している方の中でご担

当ください） 

担当者の連絡先。 

メールニュース等、地盤工学会からのメールの受け取りを希望するアドレス。 

(9) 学会誌の送付先 学会誌の送付先として希望する項目にチェック。 

(10) 会費請求書の送付先 会費請求書の送付先として希望する項目にチェック。 

(11) 業種分類 別紙の業種別コードより該当するものを記入。該当する業種が無い場合は、（ ）内に具体的に記入。 

(12) 他の所属学協会 別紙の他の所属学協会コードより該当するものを記入。（複数選択可） 

(13) 会費の振込み 送金日、送金方法、内訳を記入。請求書が必要な場合は、請求書発行を希望する旨チェック。 

 

【入会時の会費等の納入額 】（単位：円） 
 

①入会金 

1,000 

 

※１ 学会誌11月号と12月号は、合併号です。 

※２ 1月～3月に入会する場合は，次年度会費をあわせてご送金下さい。 

※３ 国際会費は年度を通して 2,000円です（途中入会の場合も一律2,000円になります）。 

※４ Soils &Foundations購読料は年度を通して 16,200円（Online版+冊子）と8,100円（Online版のみ）です。 

◆会費は非課税、Soils & Foundationsには消費税(8%)が含まれております。 

 ②会費 
③Soils & Foundations購読料 

《希望する場合のみ》 

入会希望月 特級 1級 2級 3級 4級 国際会員 
Online版 

+ 冊子 

Online版のみ 

 

4月～9月 300,000 240,000 160,000 100,000 60,000 

左記会費 

+ 2,000 

※３ 

 

16,200 

※４ 

 

 

8,100 

※４ 

 

10月より 150,000 120,000 80,000 50,000 30,000 

11月より 

※１ 
150,000 120,000 80,000 50,000 30,000 

12月より 

※１ 
150,000 120,000 80,000 50,000 30,000 

1月より 

※２ 

150,000 

+300,000 

120,000 

+240,000 

80,000 

+160,000 

50,000 

+100,000 

30,000 

+60,000 

2月より 

※２ 

150,000 

+300,000 

120,000 

+240,000 

80,000 

+160,000 

50,000 

+100,000 

30,000 

+60,000 

3月より 

※２ 

150,000 

+300,000 

120,000 

+240,000 

80,000 

+160,000 

50,000 

+100,000 

30,000 

+60,000 



大分類 コード 業種 コード 学協会

中央官庁 101 国土交通省 01 土木学会

103 農林水産省 02 日本建築学会

199 その他 03 農業農村工学会

公社・旧公団・事業団等 201 鉄道（鉄道・運輸機構、交通営団等） 04 日本応用地質学会

202 道路（旧道路公団）、道路公社等） 05 日本地質学会

203 住宅（都市再生機構、住宅供給公社等） 06 日本地理学会

204 水道（水資源機構、下水道事業団、下水道公社等） 07 材料学会

299 その他 08 資源・素材学会

地方公共団体 301 都道府県 09 日本地震学会

302 市区町村 10 砂防学会

303 関連団体（地方公社等） 11 地すべり学会

学校 401 国立大学法人・公立大学 12 日本自然災害学会

402 私立大学 13 日本雪氷学会

403 短期大学 14 廃棄物資源循環学会

404 工業高等専門学校 15 物理探査学会

405 高等学校 16 粉体工学会

499 その他の学校 17 日本地下水学会

学協会 501 学会 18 日本コンクリート工学協会

502 協会 19 日本ダム協会

建設業系 601 総合建設業 20 日本鉄道施設協会

699 その他の建設業 21 日本道路協会

その他の民間 701 コンサルタント業 22 日本トンネル技術協会

702 地質調査業、土質試験行 23 電力土木技術協会

703 電力、電話、ガス 24 日本建築構造技術者協会

704 JR、私鉄 25 ＩＳＲＭ（国際岩の力学会）

705 設計事務所 26 ＩＡＥＧ（国際応用地質学会）

706 不動産業、住宅 27 ＩＧＳ（国際ジオシンセティックス学会）

707 製造業 28 ＡＳＣＥ（American Society of Civil Engineers）

708 財団（JR総研、電中研、先端建設技術センター等） 29 ＡＳＭＥ（American Society of Mechanical Engineers）

799 その他の民間 30  ＩＣＥ　（Institution of Civil Engineers (London)）

その他 999 その他 99 その他

特別会員　コード表

（11）業種別コード （12）他の所属学協会コード
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