
CCÉジャパン 入会申込用紙 (事務局用)

CCÉJapan Membership Registration Form (for office use only)

Thank you very much for your registration.

Please follow the steps below.

Mitsui-Sumitomo UFJ Bank Tama Branch/ Savings Account 1079755 /

　　年　　　　月　　　　日
フリガナ

氏名

Name

入金方法

Payment

ご住所

Address

Tel / Fax

e-mail

このたびはCCÉジャパンへの入会申し込みありがとうございます。

お手数ですが以下の手順にてお手続きをお願いします。

＊前回と同じ場合、以降は未記入でかまいません

会員ML希望・希望しない

www.comhaltas.jp  /  ceol@comhaltas.jp

  銀行振込しました／I made a bank transfer  (Date/Month:               ) ・

手渡しました。　／　I paid the fee to (                  　   ) in person.

新規/new              ・    継続/renewal

個人/individual      ・        夫婦/couple

総会資料の郵送：　希望する　　　・　不要（自分でダウンロードする）

Please circle :  I need printed general meeting materials  ・

I will download them online (no printed copies required)

CCÉ Japan Office 

c/o Naoi, 6-30-16・202,  Nishi-Ogu,Arakawa-ku, Tokyo 116-0011 

Membership Information＊太枠の中はもれなくご記入下さい。夫婦は2名分記入

 CCE Japan Miyamoto Tsuyoshi

〒116-0011　東京都荒川区西尾久6-30-16・202　直居方

CCÉジャパン　事務局　行

三菱東京UFJ銀行　多摩支店/　普通　1079755/　シーシーイージャパン　ミヤモトツヨシ

(b)申込用紙送付先：Office Address

１と２のお手続きの確認がとれましたら、会員証など郵送物をお送りいたします。

時期により確認～発送までに時間がかかる場合がありますのでご了承下さい。

Upon confirmation of the above, we will send you a membership card and

other information. Please note that it may take a while to complete your

Please pay your membership fee either by bank transfer or in person

(to one of the committee members)

１・会費のお支払い（銀行振り込み・または担当コミッティーに手渡し）

２・この入会申込用紙の提出（郵送・または担当コミッティーに手渡し）
Please submit this form  by e-mail, by post or in person (to one of the committee

members）

(a)振込口座：Bank Account　Details　ご本人のお名前が確認できる口座からお振込お願いします



CCÉジャパン 入会申込控/会費払込領収書 (ご本人用控)

CCÉJapan Membership Registration （for your copy)

＊この用紙は事務局に送らないでください！！

International membership registration to Comhaltas Ceoltoiri Éireann

"TREOIR"(seasonal issue), newsletter delivery

継続会員 renewal

　　　4,000円（個人/ individual）6,000円（夫婦 / couple）

フリガナ

氏名

Name

入金方法

Payment

ご住所

Address

Tel / Fax

e-mail

　　　7～12月入会　3,000円（個人/ individual）　5,000円（夫婦 / couple）　　

入会手続きをした日 / Registration date　　　　　　/　　　　/　　　　  

会員登録内容　（住所、お名前に変更があった場合はメールにてお知らせ下さい）

website: www.comhaltas.jp  /   e-mail : ceol@comhaltas.jp

〒116-0011　東京都荒川区西尾久6-30-16・202　直居方  CCÉジャパン　事務局

CCÉ Japan Office 　c/o Naoi, 6-30-16・202,  Nishi-Ogu,Arakawa-ku, Tokyo 116-0011 

会員ML希望・希望しない

CCÉジャパンでは会員名簿の取り扱いに細心の注意を払います。お気づきの点がありましたら、ご遠慮なく事務局までご連絡下さい。
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material of general meeting :  send me printed ones (by post)  ・   I will download them by myself

　銀行振り込み / Bank Transfer（Date）　    　/            　・

手渡し / In person 上記会費　￥　　　　　　　　　を正に領収いたしました

（担当者名/received by 　　　　　　　　　　）

総会資料の郵送：　希望する　　　・　不要（自分でダウンロードする）

ご入会手続きの控えとして、太枠内に記入の上会員証が届くまで大切に保管して下さい。

　　　　　※Please copy your information and  keep it for your records. 

新規/new              ・    継続/renewal

個人/individual　     ・        夫婦/couple

Membership discount for workshops,ceilies,music class,dance class, and merchandise 

年会費　　Membership Fee

会員特典：　Membership Benefits

１・アイルランドや世界各地で通用する国際的なComhaltas（CCÉ）への会員登録 　

２・季刊誌「トレオール」、ニューズレターのお届け　

３・イベントのご案内　event information 

４・ワークショップ、ケーリー、音楽クラス、ダンスクラス、各種物販の会員割引

新規会員　new

　　　１～６月入会　5,000円（個人 /individual）　8,000円（夫婦 / couple）


