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　３，０００円（年会費＜消費税を含む＞）
　※年度途中入会の場合、入会月から年度末までの月割(月250円）とします。　会　　費　会　　費　会　　費　会　　費　会　　費　会　　費

　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。　※ただし4月以降の入会の場合は月割り分と翌年度年額分を併せた会費となります。

生年月日生年月日生年月日生年月日 	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日 性　別性　別性　別性　別性　別
生年月日生年月日生年月日生年月日 	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日 性　別性　別性　別性　別性　別 男　　･　　女男　　･　　女男　　･　　女男　　･　　女男　　･　　女男　　･　　女生年月日生年月日生年月日生年月日 	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日	 　昭	 ・	 平　　　年　　　月　　　日 性　別性　別性　別性　別性　別 男　　･　　女男　　･　　女男　　･　　女男　　･　　女男　　･　　女男　　･　　女生年月日生年月日生年月日生年月日

フリガナフリガナフリガナフリガナ

自宅住所自宅住所自宅住所自宅住所

〒
＊
自宅住所自宅住所自宅住所自宅住所

〒
都 道

自宅住所自宅住所自宅住所自宅住所 市自宅住所自宅住所自宅住所自宅住所

府 県

自宅住所自宅住所自宅住所自宅住所

府 県

＊ ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ （ ） ＊ ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ （ ）

＊ 携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話 　　　　（　　　　）　　　　　　　　　　　　　　（　　　　）　　　　　　　　　　　　　　（　　　　）　　　　　　　　　　　　　　（　　　　）　　　　　　　　　　　　　　（　　　　）　　　　　　　　　　　　　　（　　　　）　　　　　　　　　　　　　　（　　　　）　　　　　　　　　　　　　　（　　　　）　　　　　　　　　　　　　　（　　　　）　　　　　　　　　　　　　　（　　　　）　　　　　　　　　　　　　　（　　　　）　　　　　　　　　　　　　　（　　　　）　　　　　　　　　　＊ Ｅ メ ー ル　　　
※メルマガ配信用
Ｅ メ ー ル　　　
※メルマガ配信用
Ｅ メ ー ル　　　
※メルマガ配信用
Ｅ メ ー ル　　　
※メルマガ配信用
Ｅ メ ー ル　　　
※メルマガ配信用

□メルマガを希望しません□メルマガを希望しません□メルマガを希望しません□メルマガを希望しません□メルマガを希望しません□メルマガを希望しません□メルマガを希望しません□メルマガを希望しません□メルマガを希望しません□メルマガを希望しません□メルマガを希望しません□メルマガを希望しません

勤務先種別勤務先種別勤務先種別勤務先種別
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・病院	 ・施設	 ・在宅サービス　・福祉用具関係	 ・メーカー	 
・その他（　　　　	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

職種職種職種職種職種職種職種職種職種職種職種職種

おむつフィッター倶楽部に
期待すること
(複数回答可）

おむつフィッター倶楽部に
期待すること
(複数回答可）

おむつフィッター倶楽部に
期待すること
(複数回答可）

おむつフィッター倶楽部に
期待すること
(複数回答可）

おむつフィッター倶楽部に
期待すること
(複数回答可）

おむつフィッター倶楽部に
期待すること
(複数回答可）

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
・その他何でもご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・勉強　・交流　・情報交換／収集　・悩み相談	 ・遊び　　　　　　　　　　
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