
ＪＩＰＡＴ　入会申込書

【はじめに】 注意事項

１）お申込みの流れ
   正会員・AIP会員・一般会員・学生会員・法人会員

1.申込書に必要事項をご記入の上、メールに添付 またはFAXにてお送り下さい。　
2.会長・副会長・専務理事 （以降、三役といいます） の承認を得ます。
3.申込書にご記入いただいたメールへ、承認を得た旨と、会費等の振込先のご連絡を差し上げます。
4.3のご連絡より２週間以内(※)に会費等のお振込みをお願いいたします。
5.ご入金の確認が取れましたら、入会のしおり一式をお送りいたします。
6.理事会で新規入会の報告をいたします。

   特別会員
1.申込書に必要事項をご記入の上、メールに添付 またはFAXにてお送り下さい。　
　 ＊申込の際は、理事の推薦人２名が必要となります。
2.理事会で承認を得ます。
　 ＊理事会は、通常、毎年 1,3,4,5,7,9,11月に開催されます。お申込みの時期により承認まで
　 　 時間が掛かる場合がございますので、予めご了承下さいますよう、お願い申し上げます。
3.申込書にご記入いただいたメールへ、承認を得た旨と、会費等の振込先のご連絡を差し上げます。
4.3のご連絡より２週間以内(※)に会費等のお振込みをお願いいたします。
5.ご入金の確認が取れましたら、入会のしおり一式をお送りいたします。
6.理事会で新規入会の報告をいたします。

２）会員の種別
　　会員の種別ごとに申込シートが異なります。
　　下のタブより申し込む会員を選択し、記入してください。

３）会員名簿
　　記入していただいた内容は、事務局で管理し、
　　会員名簿に登録され、オンライン名簿に掲載されます。
　　ただし、項目ごとに掲載の可否を設定できますので、
　　掲載を希望しない項目の欄にレ印を記入してください。

４）登録内容の変更
　　登録内容・会員名簿記載内容変更届に記載の上、事務局へ
　　送信くださいますようお願いいたします。
　　変更届の用紙は、JIPAT HP 入会申込・各種届出書 から
　　ダウンロードしてご使用ください。（http://jipat.gr.jp/?page_id=311）

５）インテリアプランナー登録番号
　　インテリアプランナー試験に合格している方のうち
　　登録が未了の方は、「一般会員」で入会申し込みをお済ませ
　　ください。登録番号が確定次第、ご連絡いただくことで
　　正会員へ移行させていただきます。

6）アソシエイト・インテリアプランナー（AIP)登録番号
　　アソシエイト・インテリアプランナー登録を申請中の方は、
　　登録申請日をお書きください。
　　登録番号取得後、必ず事務局にご連絡ください。

    
7)アソシエイト・インテリアプランナー会員の会費
　　・4月～8月の入会者は入会年度会費無料
　　・9月～翌3月の入会者は次年度まで会費無料
　　といたします。

※経理上、振込日が決まっており２週間以内のお振込みが難しい場合は、
　3のご連絡後、振込予定日が決まりましたら、その旨、ご連絡下さい。



＊必ず記入して下さい 入会申込日 20 年 月 日   ＊必ず記入して下さい

＊必ず記入して下さい お名前 姓 登録番号 －

フリガナ セイ 生年月日
昭・平

令 年 月 日

登録年月
昭・平

令 年 月 日

郵送物・FAX 勤務先 有効期限
昭・平

令 年 月 日

E-mail・連絡等 勤務先

※会員名簿に掲載不可をご希望の方は、各項目の掲載不可欄に「 レ印 」してください。

掲載不可

会社名

部署名

〒 　（半角）例：123-4567

住所1

住所2（建物名・号室）

掲載不可 ＴＥＬ  （半角）　例：03-1234-5678

掲載不可 FAX  （半角）　例：090-1234-5678

掲載不可 携帯  （半角）　例：03-1234-5678

掲載不可 Ｅ-ｍａｉｌ  （半角）

掲載不可 URL  （半角）

掲載不可

〒 （半角）例：123-4567

住所1

住所2（建物名・号室）

掲載不可 ＴＥＬ  （半角）　例：03-1234-5678

掲載不可 FAX  （半角）　例：090-1234-5678

掲載不可 携帯  （半角）　例：03-1234-5678

掲載不可 Ｅ-ｍａｉｌ  （半角）

掲載不可 携帯-ｍａｉｌ  （半角）

※ 50文字以内でご記入ください。

掲載不可 資格

掲載不可 空間分野 ※　該当するもの全てを下の凡例から選んで○（丸印）してください

a.住宅系

掲載不可 業務分野 ※　該当するもの全てを下の凡例から選んで○（丸印）してください

1インテリア
設計・監理

7.営業

※ 70文字以内でご記入ください

掲載不可 業績活動

会　費 入会金 円 円 円

申込手順

＊個人情報の取扱について １．     ご記入頂いた情報は、以下の目的以外には使用いたしません。

 　　　　①協会運営に関わる連絡のため　　②会報その他資料の送付のため　　③協会員相互の情報交換のため

２．　　本人の許可なく第三者への開示はいたしません。

３．　　退会時には廃棄いたします。

 一般社団法人　東京インテリアプランナー協会　事務局

 〒141-0022  東京都品川区東五反田5-25-19  東京デザインセンター 5F

 TEL：03-3446-8860  FAX：03-3446-1417 E-mail：office@jipat.gr.jp

＊いづれかに○印
自宅

                      入 会 申 込 書 　（正会員）

インテリアプランナー登録証

名

メイ

＊必ず記入して下さい
自宅

勤　　務　　先

自　　宅

b.商業系 c.オフィス系 d.公共系 e.その他

2.建築
設計・監理

3.インテリア
施工管理

4.建築
施工管理

5.積算・見積
6.商品企画
デザイン

8.教育 9.行政 a.出版 b.製造 c.その他

＊ 返信先・連絡先

3,000 年会費 16,000 合計 19,000

1.申込書を送付します。　2.三役の承認を得ます。　3.会費等の振込先のご案内(メール)をお送りします。
4.お振込手続きをお願いいたします。　5.入金確認後、入会のしおり一式を送付します。　6.理事会で報告します。
※詳しくは「はじめに」をご覧ください。

事務局記入欄



＊必ず記入して下さい 入会申込日 20 年 月 日   ＊必ず記入して下さい

＊必ず記入して下さい お名前 姓 登録番号 －

フリガナ セイ 生年月日
昭・平

令 年 月 日

登録年月
昭・平

令 年 月 日

郵送物・FAX 勤務先 有効期限
昭・平

令 年 月 日

E-mail・連絡等 勤務先 登録申請日
昭・平

令 年 月 日

＊登録証が発行される前の方はこちらをご記入ください。

※会員名簿に掲載不可をご希望の方は、各項目の掲載不可欄に「 レ印 」してください。

掲載不可

会社名又は学校名

部署名または学部名

〒 　（半角）例：123-4567

住所1

住所2（建物名・号室）

掲載不可 ＴＥＬ  （半角）　例：03-1234-5678

掲載不可 ＦＡＸ  （半角）　例：090-1234-5678

掲載不可 携帯  （半角）　例：03-1234-5678

掲載不可 E-ｍａｉｌ  （半角）

掲載不可 ＵＲＬ  （半角）

掲載不可

〒 （半角）例：123-4567

住所1

住所2（建物名・号室）

掲載不可 ＴＥＬ  （半角）　例：03-1234-5678

掲載不可 ＦＡＸ  （半角）　例：090-1234-5678

掲載不可 携帯  （半角）　例：03-1234-5678

掲載不可 Ｅ-ｍａｉｌ  （半角）

掲載不可 携帯-ｍａｉｌ  （半角）

※ 50文字以内でご記入ください。

掲載不可 資格

掲載不可 空間分野 ※　該当するもの全てを下の凡例から選んで○（丸印）してください。 建築・インテリア関係の仕事以外の方は記入不要です。

a.住宅系

掲載不可 業務分野 ※　該当するもの全てを下の凡例から選んで○（丸印）してください。

1インテリア
設計・監理

7.営業

※ 70文字以内でご記入ください。 建築・インテリア関係の仕事以外の方は記入不要です。

掲載不可 業績活動

会　費 入会金 円 円 円

申込手順

＊個人情報の取扱について １．     ご記入頂いた情報は、以下の目的以外には使用いたしません。

 　　　　①協会運営に関わる連絡のため　　②会報その他資料の送付のため　　③協会員相互の情報交換のため

２．　　本人の許可なく第三者への開示はいたしません。

３．　　退会時には廃棄いたします。

 一般社団法人　東京インテリアプランナー協会　事務局

 〒141-0022  東京都品川区東五反田5-25-19  東京デザインセンター 5F

 TEL：03-3446-8860  FAX：03-3446-1417 E-mail：office@jipat.gr.jp

                      入 会 申 込 書 　（AIP会員）

アソシエイト・インテリアプランナー登録証

名

メイ

＊必ず記入して下さい
自宅

＊学校への郵送は致し
ません。＊いづれかに○印

自宅

勤　　務　　先

自　　宅

b.商業系 c.オフィス系 d.公共系 e.その他

2.建築
設計・監理

3.インテリア
施工管理

4.建築
施工管理

5.積算・見積
6.商品企画
デザイン

8.教育 9.行政 a.出版 b.製造 c.その他

＊次年度より年会費８０００円をお支払いいただきます。入会時期により無料期間が異なります（「はじめに」参照）。

＊ 返信先・連絡先

3,000 年会費 初年度のみ　 0 合計 3,000

1.申込書を送付します。　2.三役の承認を得ます。　3.会費等の振込先のご案内(メール)をお送りします。
4.お振込手続きをお願いいたします。　5.入金確認後、入会のしおり一式を送付します。　6.理事会で報告します。
※詳しくは「はじめに」をご覧ください。

事務局記入欄



一般社団法人 東京ｲﾝﾃﾘｱﾌﾟﾗﾝﾅｰ協会 御中　　　協会の目的に賛同し、入会を申し込みます。

＊必ず記入して下さい 入会申込日 20 年 月 日

＊必ず記入して下さい お名前 姓 生年月日
昭・平

令
年 月 日

フリガナ セイ

郵送物・FAX 勤務先

E-mail・連絡等 勤務先

※会員名簿に掲載不可をご希望の方は、各項目の掲載不可欄に「 レ印 」してください。

掲載不可

会社名

部署名

〒 　（半角）例：123-4567

住所1

住所2（建物名・号室）

掲載不可 ＴＥＬ  （半角）　例：03-1234-5678

掲載不可 ＦＡＸ  （半角）　例：090-1234-5678

掲載不可 携帯  （半角）　例：03-1234-5678

掲載不可 Ｅ-ｍａｉｌ  （半角）

掲載不可 ＵＲＬ  （半角）

掲載不可

〒 （半角）例：123-4567

住所1

住所2（建物名・号室）

掲載不可 ＴＥＬ  （半角）　例：03-1234-5678

掲載不可 ＦＡＸ  （半角）　例：090-1234-5678

掲載不可 携帯  （半角）　例：03-1234-5678

掲載不可 Ｅ-ｍａｉｌ  （半角）

掲載不可 携帯-ｍａｉｌ  （半角）

※ 50文字以内でご記入ください

掲載不可 資格

掲載不可 空間分野 ※　該当するもの全てを下の凡例から選んで○（丸印）してください。 建築・インテリア関係の仕事以外の方は記入不要です。

a.住宅系

掲載不可 業務分野 ※　該当するもの全てを下の凡例から選んで○（丸印）してください。 建築・インテリア関係の仕事以外の方は記入不要です。

1インテリア
設計・監理

7.営業

※ 70文字以内でご記入ください

掲載不可 業績活動

会　費 入会金 円 円 円

 

申込手順

＊個人情報の取扱について １．     ご記入頂いた情報は、以下の目的以外には使用いたしません。

 　　　　①協会運営に関わる連絡のため　　②会報その他資料の送付のため　　③協会員相互の情報交換のため

２．　　本人の許可なく第三者への開示はいたしません。

３．　　退会時には廃棄いたします。

 一般社団法人　東京インテリアプランナー協会　事務局

 〒141-0022  東京都品川区東五反田5-25-19  東京デザインセンター 5F

 TEL：03-3446-8860  FAX：03-3446-1417 E-mail：office@jipat.gr.jp

                      入 会 申 込 書 　（一般会員）

名

メイ

＊必ず記入して下さい
自宅

＊いづれかに○印
自宅

勤　　務　　先

自　　宅

b.商業系 c.オフィス系 d.公共系 e.その他

8.教育 9.行政 a.出版 b.製造 c.その他

2.建築
設計・監理

3.インテリア
施工管理

4.建築
施工管理

5.積算・見積
6.商品企画
デザイン

＊ 返信先・連絡先

3,000 年会費 15,000 合計 18,000

1.申込書を送付します。　2.三役の承認を得ます。　3.会費等の振込先のご案内(メール)をお送りします。
4.お振込手続きをお願いいたします。　5.入金確認後、入会のしおり一式を送付します。　6.理事会で報告します。
※詳しくは「はじめに」をご覧ください。

事務局記入欄



 一般社団法人 東京インテリアプランナー協会 御中

インテリアプランナー資格取得を目指し、入会を申し込みます。

＊会員資格は学生である期間とする。

＊必ず記入して下さい 入会申込日 20 年 月 日

＊必ず記入して下さい お名前 姓 生年月日
昭・平

令 年 月 日

フリガナ セイ

郵送物
TEL・FAX

自宅 ○

E-mail送信先
学校

PC-mail

※会員名簿に掲載不可をご希望の方は、各項目の掲載不可欄に「 レ印 」してください。 該当なき項目は記入不要です。

掲載不可

学校名

学生証番号

学部･学科名 学年

〒 　（半角）例：123-4567

住所1

住所2（建物名・号室）

掲載不可 ＴＥＬ  （半角）　例：03-1234-5678

掲載不可 ＦＡＸ  （半角）　例：03-1234-5678

掲載不可 PC-ｍａｉｌ  （半角）

掲載不可 ＵＲＬ  （半角）

掲載不可

〒

住所1

住所2（建物名・号室）

掲載不可 ＴＥＬ  （半角）　例：03-1234-5678

掲載不可 ＦＡＸ  （半角）　例：090-1234-5678

掲載不可 携帯  （半角）　例：03-1234-5678

掲載不可 PC-ｍａｉｌ  （半角）

掲載不可 携帯-ｍａｉｌ  （半角）

会　費 入会金 円 円 円

申込手順

＊個人情報の取扱について １．     ご記入頂いた情報は、以下の目的以外には使用いたしません。

 　　　　①協会運営に関わる連絡のため　　②会報その他資料の送付のため　　③協会員相互の情報交換のため

２．　　本人の許可なく第三者への開示はいたしません。

３．　　退会時には廃棄いたします。

一般社団法人 東京インテリアプランナー協会　事務局

 〒141-0022  東京都品川区東五反田5-25-19  東京デザインセンター 5F

 TEL：03-3446-8860  FAX：03-3446-1417 E-mail：office@jipat.gr.jp

                      入 会 申 込 書　（学生会員）

名

メイ

＊必ず記入して下さい
学校

＊いづれかに○印 自宅
PC-mail

自宅
携帯-mail

学　校　名

卒業見込
年月

自　　　宅

3,000

＊ 返信先・連絡先

3,000 年会費 0 合計

1.申込書を送付します。　2.三役の承認を得ます。　3.会費等の振込先のご案内(メール)をお送りします。
4.お振込手続きをお願いいたします。　5.入金確認後、入会のしおり一式を送付します。　6.理事会で報告します。
※詳しくは「はじめに」をご覧ください。

事務局記入欄



一般社団法人 東京ｲﾝﾃﾘｱﾌﾟﾗﾝﾅｰ協会 御中　　　協会の目的に賛同し、入会を申し込みます。

＊必ず記入して下さい 入会申込日 20 年 月 日

＊必ず記入して下さい 法人名

フリガナ

代表電話  （半角）

代表FAX  （半角）

※会員名簿に掲載不可をご希望の方は、各項目の掲載不可欄に「 レ印 」してください。

担当者氏名

フリガナ

部署名

役職

〒 　（半角）例：123-4567

住所1

住所2（建物名・号室）

ＴＥＬ  （半角）　例：03-1234-5678

ＦＡＸ  （半角）　例：03-1234-5678

Ｅ-ｍａｉｌ  （半角）

ＵＲＬ  （半角）

掲載不可
ｼｮｰﾙｰﾑ

･支店

〒 　（半角）例：123-4567

住所1

住所2（建物名・号室）

掲載不可 ＴＥＬ  （半角）　例：03-1234-5678

掲載不可 ＦＡＸ  （半角）　例：03-1234-5678

掲載不可 Ｅ-ｍａｉｌ  （半角）

※ 70文字以内でご記入ください

掲載不可 営業活動

掲載不可 業務分野 ※　該当するもの全てを下の凡例から選んで○（丸印）してください

a.建設・施工業

掲載不可 業種分野 ※　該当するもの全てを下の凡例から選んで○（丸印）してください

1.建築・インテリ
ア

7.建築材料

会　費 入会金 円 円 円

申込手順

＊個人情報の取扱について １．     ご記入頂いた情報は、以下の目的以外には使用いたしません。

 　　　　①協会運営に関わる連絡のため　　②会報その他資料の送付のため　　③協会員相互の情報交換のため

２．　　本人の許可なく第三者への開示はいたしません。

３．　　退会時には廃棄いたします。

 一般社団法人　東京インテリアプランナー協会　事務局

 〒141-0022  東京都品川区東五反田5-25-19  東京デザインセンター 5F

 TEL：03-3446-8860  FAX：03-3446-1417 E-mail：office@jipat.gr.jp

                      入 会 申 込 書 　（法人会員）

＊必ず記入して下さい

＊いづれかに○印

b.卸・小売業
c.設計・デザ

イン業
d.製造業 ｅ.サービス業 ｆ.その他

8.住宅･
設備材料

9.寝装品 a.ｱｰﾄﾜｰｸ
b.情報･ｿﾌﾄ･

ｃ.その他

2.壁装材 3.ﾌｧﾌﾞﾘｯｸｽ
4.家具

（小物含む）
5.照明 6.建装品

＊ 返信先・連絡先

10,000 年会費 52,000 合計

1.申込書を送付します。　2.三役の承認を得ます。　3.会費等の振込先のご案内(メール)をお送りします。
4.お振込手続きをお願いいたします。　5.入金確認後、入会のしおり一式を送付します。　6.理事会で報告します。
※詳しくは「はじめに」をご覧ください。

62,000

事務局記入欄



一般社団法人 東京ｲﾝﾃﾘｱﾌﾟﾗﾝﾅｰ協会 御中　　　協会の目的に賛同し、入会を申し込みます。

＊必ず記入して下さい 入会申込日 20 年 月 日 生年月日
昭・平

令
年 月 日

＊必ず記入して下さい お名前 姓 理事推薦者１

フリガナ セイ

郵送物・FAX 勤務先 理事推薦者２

E-mail・連絡等 勤務先

※会員名簿に掲載不可をご希望の方は、各項目の掲載不可欄に「 レ印 」してください。

掲載不可

会社名

部署名

〒 　（半角）例：123-4567

住所1

住所2（建物名・号室）

掲載不可 ＴＥＬ  （半角）　例：03-1234-5678

掲載不可 ＦＡＸ  （半角）　例：090-1234-5678

掲載不可 携帯  （半角）　例：03-1234-5678

掲載不可 Ｅ-ｍａｉｌ  （半角）

掲載不可 ＵＲＬ  （半角）

掲載不可

〒 （半角）例：123-4567

住所1

住所2（建物名・号室）

掲載不可 ＴＥＬ  （半角）　例：03-1234-5678

掲載不可 ＦＡＸ  （半角）　例：090-1234-5678

掲載不可 携帯  （半角）　例：03-1234-5678

掲載不可 Ｅ-ｍａｉｌ  （半角）

掲載不可 携帯-ｍａｉｌ  （半角）

※ 50文字以内でご記入ください

掲載不可 資格

掲載不可 空間分野 ※　該当するもの全てを下の凡例から選んで○（丸印）してください。 建築・インテリア関係の仕事以外の方は記入不要です。

a.住宅系

掲載不可 業務分野 ※　該当するもの全てを下の凡例から選んで○（丸印）してください。 建築・インテリア関係の仕事以外の方は記入不要です。

1インテリア
設計・監理

7.営業

※ 70文字以内でご記入ください

掲載不可 業績活動

会　費 入会金 円 円 円

 

申込手順

＊個人情報の取扱について １．     ご記入頂いた情報は、以下の目的以外には使用いたしません。

 　　　　①協会運営に関わる連絡のため　　②会報その他資料の送付のため　　③協会員相互の情報交換のため

２．　　本人の許可なく第三者への開示はいたしません。

３．　　退会時には廃棄いたします。

 一般社団法人　東京インテリアプランナー協会　事務局

 〒141-0022  東京都品川区東五反田5-25-19  東京デザインセンター 5F

 TEL：03-3446-8860  FAX：03-3446-1417 E-mail：office@jipat.gr.jp

6.商品企画
デザイン

8.教育 9.行政 a.出版 b.製造 c.その他

＊ 返信先・連絡先

0 年会費 5,000 合計 5,000

1.申込書を送付します。　2.理事会の承認を得ます。　3.会費等の振込先のご案内(メール)をお送りします。
4.お振込手続きをお願いいたします。　5.入金確認後、入会のしおり一式を送付します。　6.理事会で報告します。
※詳しくは「はじめに」をご覧ください。

e.その他

2.建築
設計・監理

3.インテリア
施工管理

4.建築
施工管理

5.積算・見積

b.商業系 c.オフィス系 d.公共系

自　　宅

＊必ず記入して下さい
自宅

＊いづれかに○印
自宅

勤　　務　　先

㊞ / 会員番号

メイ

                      入 会 申 込 書 　（特別会員）

名
㊞ / 会員番号

事務局記入欄


