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a country sector of Advanced Textiles Association 

アドバンスト テキスタイルズ協会ジャパン（ATAジャパン） 

〒664-0858 兵庫県伊丹市西台3-8-9 | Tel: 072-780-2803 | Fax: 072-772-7376 | Email: atajapan@textiles.org | 
Web site: http://www.ata-japan.textiles.org  

アドバンスト テキスタイルズ協会（ATA） 
1801 County Road B W, Roseville, MN 55113-4061 USA | Tel: 651-222-2508 | Fax: 651-631-9334 | Web site: http://www.textiles.org

 

ご入会について 

ご入会お申し込み方法：  
入会申込書に必要事項をお書き添えの上、ATAジャパンまでemail, faxあるいは郵送願います。 
本申込書の受領、ATAジャパン理事会の承認およびATAジャパン年会費お支払の確認をもってご入会手続き完了となります。 
ATA 会員名は組織（会社）のもとに与えられます。ATAに関して当会員組織を代表する個人を１名、ATA代表登録者としてご登

録願います。総会その他での議決権他はATA代表登録者が所有しATAからのメールなどの連絡はその方に宛てたものとなりま

す。ATAが会員に提供するサービス、プログラム、特典等に関しては、貴社正社員（正規の従業員）全員の方にご享受いただけま

す。 

ATAジャパン年会費 
年会費は、会員カテゴリーによって決まります。 
初年度の年会費のお支払い額は、会費の年額を次の５月までの月割りにした額となります。（例えば、12月中にご入会の場合は、

翌年1月～5月までの5ヶ月分、年会費の5/12となります。）次年度会費のお支払は、次の5月となり、次年度以降会費のお支払

いは５月、会費は年額をお支払い頂くこととなります。 
*ATAジャパン会計は、毎年6月～翌年の5月を年度としています。 

最終製品製造業者会員（産業繊維最終製品を製造販売またはレンタルする業者。総売上によってカテゴリーが分かれます。） 
  A......総売上 3億円以上 ............................................................... 年会費：¥120,000 
  B......総売上 1億～3億円 ............................................................. 年会費： ¥90,000 
  C......総売上 1億円以下 ............................................................... 年会費： ¥60,000 

サプライヤー会員 （最終製品メーカー会員カテゴリーに属する業者に製品、サービス等を提供する業者） 

    ................................................................................ 年会費：¥132,000  
関連会員(協会、出版社、大学、研究所、公的機関など) .................................................... 年会費： ¥51,000 

部会 
ATAには以下の部会（ディビジョン）があります。ディビジョンの中、1つのディビジョンに追加費用無しにご加入いただけます。（た

だし、ジオシンセティック部会（GMA）は除きます。）  どのディビジョンにお入りになるか、必ず下にご記入下さい。 

（複数のディビジョンにご加入いただけます。２つ以上のディビジョンにご加入いただく場合は、２つ目から部会費がかかります。

ATAジャパンにご相談ください。ご請求はATA本部からとなります。ジオシンセティック部会（GMA）にご加入いただく場合は、他の

ディビジョンに加入されることに関係なく部会費をお支払いいただきます。また、初年度から年額をお支払いいただきます。) 

 
  ATAディビジョン 

エマージングテクノロジーズ部会(ETD)  $240 
エクイップメント部会 (EQP) $240 
ファブリックグラフィクス部会 (FGA)  $240   
膜構造物部会 (FSA)  $240   
マリン 部会 (MFA)  $240   
ミリタリー部会 (MIL)  $240   
ナローファブリック部会 (NFI)  $240   
オーニング部会 (PAMA)  $240   
テントレンタル部会(TRD)  $240   
シート部会(TA)  $240   
ATA カナダ (CANADA)  $240 
ジオシンセティック 部会 (GMA) 

GMAディストリビューター会員 $640   
GMA一般会員 $2,640   
GMAエグゼクティブ会員 $16,000    
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入会申込書 
 

お申し込み日                年    月    日 

会社名（日本語で）:   

 
(Company Name（英語で）):

 
代表登録者名（日本語で）: 

 
(Main contact （英語で）): 

 
役職・部署（日本語で）:   

 
(Title/ Div. Dept（英語で）.): 

 
 

所在地（日本語で）:    

 
 

(Mailing Address（英語で）):  

 

Tel:  

 
Fax:  

 
従業員数 

 
E-mail: 

 
日本語Web site(ホームページアドレス):  

 
英語Web site(ホームページアドレス): 

 
会員カテゴリー  

(     ) 最終製品製造業者会員A.  年会費： ¥120,000 初年度（2023年5月まで）月割年会費 ¥   
(     ) 最終製品製造業者会員B.  年会費： ¥90,000  初年度（2023年5月まで）月割年会費 ¥   
(     ) 最終製品製造業者会員C.  年会費： ¥60,000  初年度（2023年5月まで）月割年会費 ¥   
(     ) サプライヤー会員 年会費： ¥132,000  初年度（2023年5月まで）月割年会費 ¥   
(     ) 関連会員 年会費： ¥51,000  初年度（2023年5月まで）月割年会費 ¥   

ご加入ディビジョン(部会名)：      
事業内容(Type of business):（120文字以内でご記入ください。ATAジャパンホームページでの貴社の案内文となります。） 

 

貴社主要製品（３つあげてください）  

1.  2.  3. 
 
 
代表登録者： （ ）社長/代表責任者   （ ）購買担当    （ ）技術担当    （ ）研究開発担当  （ ）製造担当  
      （ ）マーケティング担当 （ ）営業担当 （ ）製品企画担当 （ ）その他________________________ 
お支払い： 

ATAジャパン初年度年会費  ¥  
振込先： 三菱UFJ銀行 阪急梅田北支店  

  普通預金 5279340  
  口座名義 アイエフエイアイコクサイサンギョウファブリックキョウカイ 
  * 振り込み料はご負担願います。 
  * ご入会お申し込み日の翌月20日までにお振り込み下さい。   
ATA部会費（2つ以上にお入りになる方のみ2つ目からご記入下さい）  (ドルのお支払いにつきましては 

 部会名                 $  https://www.textiles.org/payment/を

 部会名                 $  ご覧下さい。） 
Membership application form in Japanese as of AUG 26，2022 




