2021年度版 プリント配線板技術ロードマップ専用申込書
Application form for 2021 Technology Roadmap for Printed Wiring Boards

こちらはダウンロード版（PDF 形式）です

This publication is the download version (PDF) only. For companies located overseas, a paper version is available.

お申込方法 How to apply
1. FAX でのご注文
Order by fax

下記の申込書に必要事項をご記入の上、お申込み下さい

Please fill out the application form below.

2. E-mail でのご注文
Order by E-mail

下記の申込書に必要事項をご記入し、E-mail に添付の上、
お送り下さい。

Please fill out the application form below and attach it to the e-mail.

ご注文を受け付け後、ダウンロードURLを申込書記載のメールアドレスにご案内いたします。

For overseas companies, we will contact you after receiving your order by e-mail.
支払方法を銀行振込ご選択の場合は、請求書をPDFにてご案内いたします。
郵便振替の場合は請求書と払込取扱票を、クレジットカード払いの場合は納品書と
カード請求控えを郵送いたします。

Application date

year

お申込日：

年

month

date

月

日

① 会員区分（当てはまる方へチェックをお願いします）
Membership category (Please check the relevant items)

□ 会員企業

□ 非会員企業

価格22,000 円（税込）

JPCA/JEITA/JIEP members ￥22,000 including tax

該当団体名にチェックを入れて下さい

JIEP個人会員の方は必ず会員番号をご記入ください。
JIEP個人会員番号（
）

Please check the relevant organization.

□JPCA

□JEITA

価格44,000 円（税込）

Non-member company ￥44,000 including tax

□JIEP

② ご送付先（枠内をもれなくご記入下さい）

会員番号がご不明な方は、下記URLよりお問い合わせください。
https://web.jiep.or.jp/inquiry.html

Mailing / Sending Address (Please fill out the following form)

お申込者記入欄

〒
住

－

所 Address

会 社 名 Company name
Department of

所属部署 affiliation
氏

役

名 Name

職 Post

T EL

E-mail
上記の送付先と請求書の送付先が異なるときは、下記にご記入下さい。
If the above address is different from the invoice address, please fill in the following.

お申込者記入欄

〒
住

－

所 Address

会 社 名 Company name
Department of

所属部署 affiliation
氏

役

名 Name

職 Post

T EL

E-mail

③ お支払方法（チェックをお願いします）

□

Payment Method (For overseas companies, please choose bank transfer or credit card. We will send you an invoice.)
銀行振込
□ 郵便振替
□ クレジットカード払い
Bank transfer
Credit card
※クレジットカード払いをご希望の場合は後日事務局よりご連絡いたします。

お問い合わせ・お申込先 Contact and application destination
一般社団法人 日本電子回路工業会 Japan Electronics Packaging and Circuits Association(JPCA)
〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-12-2 回路会館 2 階

総務部

Kairo Kaikan 2F. 3-12-2, Nishiogikita Suginami-ku, Tokyo167-0042 Japan

TEL：03-5310-2020

FAX：03-5310-2021

E-mail：book@jpca.jp

●個人情報の取り扱いについて About the handling of personal information
今回ご記入いただきました個人情報は、諸手続きにのみ使用させていただきます。ご本人の承諾がない限り、第三者に開示することはいたしません。
The personal information given in this form will be used only for necessary procedures. It will not be disclosed to a third party without the consent.

