会員募集の案内
『一般社団法人 日本金融・証券計量・工学学会（ジャフィー）』への御参加のお願い
The Japanese Association of Financial Econometrics & Engineering
一般社団法人 日本金融・証券計量・工学学会（略称ジャフィー）では、現在会員を募集しております。
この学会の目的と基本的性格は、会則に記述されております。会員は個人正会員、学生会員、法人会員か
ら成り、設立趣意に御賛同頂ける方ならば、どなたでも御参加頂けます。会費、入会金等については会則
を御覧下さい。なお、法人会員は口数で参加して頂き、1 口の場合、個人会員の 3 名分、2 口の場合、5 名
分の特典が得られます。ただし、1 法人 1 部局あたり 2 口までとします。法人会員間の懇談会等も企画し
ます。
入会ご希望の方は、同封の個人会員申込書もしくは法人会員申込書に必要事項を記入の上
〒105-0004 東京都港区新橋 6-7-9 新橋アイランドビル 3 階 ジャフィー担当
Tel: 03-5405-1816（事務センター代表）※「ジャフィー」に関する連絡とお伝えください、
Fax: 03-5405-1814、E-mail: office@jafee.gr.jp
に郵送もしくは FAX して下さい。なお会費の振込先は下記の口座です。
三井住友銀行 新橋（しんばし）支店 （普通）２３８６５３０
口座名：一般社団法人日本金融・証券計量・工学学会 ※略称「ジャフィー」または「JAFEE」が使用可
または
ゆうちょ銀行 振替口座番号：００１８０－７－４８７３４３
口座名：一般社団法人日本金融・証券計量・工学学会
※略称「ジャフィー」が使用可
会員の特典は次のとおりです。
【個人正会員の特典】
１） 日本金融・証券計量・工学学会誌（和文会誌）について、電子ジャーナル版へのアクセス権が無料で
配布されます。
２） 英文会誌 Asia-Pacific Financial Markets について、電子ジャーナル版へのアクセス権が無料で配布
されます。
３） JAFEE 大会で発表する資格が与えられます（ただし、発表申込みは全てプログラム委員会で審査さ
れます）。
４） JAFEE 大会に参加費 2,500 円（第 35 回大会時点）で参加できます。
５） JAFEE フォーラムに参加費 500 円で参加できます。
６） 会長および評議員の選挙権および被選挙権が与えられます。
【学生会員の特典】
１） JAFEE 大会で発表する資格が与えられます（ただし、発表申込みは全てプログラム委員会で審査さ
れます）。
２） JAFEE 大会に参加費 1,000 円で参加できます。
３） JAFEE フォーラムに参加費 500 円で参加できます。

【法人会員の特典】
１） 日本金融・証券計量・工学学会誌（和文会誌）について、電子ジャーナル版へのアクセス権が無料で
配布されます。
２） 英文会誌 Asia-Pacific Financial Markets が一口につき 1 部無料で配布されます。
３）JAFEE 大会で発表する資格が与えられます（ただし、発表申込みは全てプログラム委員会で審査され
ます）。
４）JAFEE 大会に一口の場合 3 名、2 口の場合 5 名が無料で参加できます。
５） JAFEE フォーラムに口数に関係なく 3 名まで会員資格で参加できます(会員資格での参加費は 1 名に
つき 500 円になります）。
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一般社団法人 日本金融・証券計量・工学学会（略称ジャフィー）個人会員申込書
The Japanese Association of Financial Econometrics & Engineering (JAFEE)
一般社団法人 日本金融・証券計量・工学学会（ジャフィー）の設立趣意に賛同し、個人会員となることを申込みます。
会費は関東地域の正会員（東京都、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県、埼玉県、山梨県、神奈川県に連絡先住所がある
会員）は 10,000 円＋入会金 2,000 円、それ以外の地域の正会員は 6,000 円＋入会金 2,000 円、学生会員は 2,500 円＋入
会金 500 円です。なお会費は入会金とともに、以下のいずれかにお振り込みください。
三井住友銀行 新橋（しんばし）支店 （普通）２３８６５３０
口座名：一般社団法人日本金融・証券計量・工学学会 ※略称「ジャフィー」または「JAFEE」が使用可
ゆうちょ銀行 振替口座番号：００１８０－７－４８７３４３
口座名：一般社団法人日本金融・証券計量・工学学会 ※略称「ジャフィー」が使用可

年

月

日

会員の種類（該当項目にチェック☑）
□関東地域の正会員
□関東以外の地域の正会員
□学生会員
振込方法（該当項目にチェック☑）
□三井住友銀行新橋（しんばし）支店宛振込
□郵便振替口座宛振込
ﾌﾘｶﾞﾅ

氏 名
自宅住所
〒

自宅電話番号：
自宅 Fax：
自宅 e-mail アドレス：
ﾌﾘｶﾞﾅ

所 属
所属先住所
〒

所属先電話番号：
所属先 Fax 番号：
所属先 e-mail アドレス：
JAFEE からの送付物の宛先（該当項目にチェック☑）
□自宅
□所属先
JAFEE メーリングリストに登録する e-mail アドレス（該当項目にチェック☑）
□自宅
□所属先
□登録しない
興味をお持ちの分野・領域：
その他コメント・ご希望等がありましたら自由にお書き下さい。

領収証を希望する場合、領収証宛名をお書き下さい。

送付先
〒105-0004

東京都港区新橋 6-7-9

新橋アイランドビル 3 階 ジャフィー担当

Tel：03-5405-1816（事務センター代表）※「ジャフィー」に関する連絡とお伝えください。
FAX： 03-5405-1814,E-mail: office@jafee.gr.jp
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一般社団法人 日本金融・証券計量・工学学会（略称ジャフィー）法人会員御参加のお願い
The Japanese Association of Financial Econometrics & Engineering (JAFEE)
本会の趣意に御賛同頂ける法人会員を募集しております。2017 年 10 月初時点の法人会員数は 39 組織となっており
ます。なお、法人会員の年会費は 1 口の場合 7 万円、2 口の場合 10 万円になります。また、入会金は口数によらず 1
万円になります。法人 1 部局あたり 2 口が上限となります。
会費は入会金とともに、以下のいずれかにお振り込みください。
三井住友銀行 新橋（しんばし）支店 （普通）２３８６５３０
口座名：一般社団法人日本金融・証券計量・工学学会 ※略称「ジャフィー」または「JAFEE」が使用可
ゆうちょ銀行 振替口座番号：００１８０－７－４８７３４３
口座名：一般社団法人日本金融・証券計量・工学学会 ※略称「ジャフィー」が使用可

一般社団法人 日本金融・証券計量・工学学会（ジャフィー）の設立趣意に賛同し、ここに法人会員として
申し込みます。
ﾌﾘｶﾞﾅ

法人名
英語名

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ

部局課名
領収書宛名

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ

代表者名

連絡先住所（JAFEE からの送付物の宛先にいたします）
〒

連絡先電話番号
連絡先 FAX 番号
連絡先 e-mail アドレス:
（この e-mail アドレスを JAFEE メーリングリストに登録されますか？

□登録する

□登録しない）

申込口数
コメント、ご希望等がありましたら何なりとお書きください。

送付先

〒105-0004 東京都港区新橋 6-7-9 新橋アイランドビル 3 階 ジャフィー担当
Tel：03-5405-1816（事務センター代表）※「ジャフィー」に関する連絡とお伝えください。
FAX： 03-5405-1814,E-mail: office@jafee.gr.jp
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領収証が必要な場合、下記の用紙を郵送もしくは FAX して下さい。

入会金および初年度年会費を下記のように支払いましたので、領収証を発行して下さい。

振込日
振込先（該当項目に○）

・三井住友銀行新橋（しんばし）支店
・ゆうちょ銀行

振替口座

支払者名
連絡先電話番号
領収証宛先

その他御要望をお書き下さい。

送付先

〒105-0004 東京都港区新橋 6-7-9 新橋アイランドビル 3 階 ジャフィー担当
Tel：03-5405-1816（事務センター代表）※「ジャフィー」に関する連絡とお伝えください。
FAX： 03-5405-1814,E-mail: office@jafee.gr.jp
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