
一般社団法人 日本ＩＲ協議会　御中

■会員名（会社・団体名） ㊞

〒

御社ＵＲＬ　http://

□プライム　　□スタンダード　　□グロース　　□名証プレミア　　□名証メイン　　□名証ネクスト

□福証　　□福証Ｑ-Board　　□札証　　□札証アンビシャス　　□その他　　□非上場

証券コード

御社業種 □水産・農林業　 □鉱業 　□建設業 　□食料品 　□繊維製品 　□パルプ・紙　 □化学　 □医薬品 　□石油・石炭製品

□ゴム製品 　□ガラス・土石製品　 □鉄鋼 　□非鉄金属 　□金属製品 　□機械 　□電気機器 　□輸送用機器

□精密機器　 □その他製品 　□電気・ガス業　 □陸運業　 □海運業 　□空運業 　□倉庫・運輸関連業 　□情報・通信業

□卸売業　 □小売業 　□銀行業 　□証券、商品先物取引業　 □保険業 　□その他金融業 　□不動産業　 □サービス業

主な業務内容

ＩＲ支援会社登録 □登録する　　□登録しない　　

支援内容

■代表者

ご芳名 ㊞ フリガナ

部署名 お役職

電話番号 ＦＡＸ番号

ｅ-ｍａｉｌアドレス

〒

■担当者１

ご芳名 フリガナ

部署名 お役職

電話番号 ＦＡＸ番号

ｅ-ｍａｉｌアドレス

〒

ＩＲサークル登録 □登録する　　□登録しない　　

■担当者２

ご芳名 フリガナ

部署名 お役職

電話番号 ＦＡＸ番号

ｅ-ｍａｉｌアドレス

〒

ＩＲサークル登録 □登録する　　□登録しない　　

整理番号 理事会承認　 　年度　第　　　回　 　年　　　月　　　日

事務局記入欄：

入会申込書

御社電話番号

一般社団法人 日本ＩＲ協議会の目的および事業に賛同し、貴協議会会員として入会いたしたく申し込みます。

　西暦　　　　年　　　月　　　日

御社所在地

※会員の皆様から個人情報をご提供いただく場合、当協議会のセミナー参加申込や、会員の入会申込、各種サービスおよび関連情報をご提供する
目的にのみ、その情報を利用いたします。会員の皆様の個人情報をこれら正当な目的以外に無断で利用することはありません。

会員名（カタカナ）

※入会については、定款第7条、第27条、第28条、第29条に基づき、当会の理事会においての承認が必要です。お申し込み後、事務局は遅滞なくセミ
ナーなどへの参加をご案内しますが、提出書類が不十分などの理由で、理事会が入会を承認しない場合もあることにご注意ください。

連絡先住所

連絡先住所

上場／非上場

連絡先住所



一般社団法人 日本ＩＲ協議会　御中

■会員名（会社・団体名） ㊞

〒

御社ＵＲＬ　http://

☑プライム　　□スタンダード　　□グロース　　□名証プレミア　　□名証メイン　　□名証ネクスト

□福証　　□福証Ｑ-Board　　□札証　　□札証アンビシャス　　□その他　　□非上場

証券コード

御社業種 □水産・農林業　 ☑鉱業 　□建設業 　□食料品 　□繊維製品 　□パルプ・紙　 □化学　 □医薬品 　□石油・石炭製品

□ゴム製品 　□ガラス・土石製品　 □鉄鋼 　□非鉄金属 　□金属製品 　□機械 　□電気機器 　□輸送用機器 　

□精密機器　 □その他製品 　□電気・ガス業　 □陸運業　 □海運業 　□空運業 　□倉庫・運輸関連業 　□情報・通信業

□卸売業　 □小売業 　□銀行業 　□証券、商品先物取引業　 □保険業 　□その他金融業 　□不動産業　 □サービス業

主な業務内容

ＩＲ支援会社登録 □登録する　　☑登録しない　　

支援内容

■代表者

ご芳名 ㊞ フリガナ

部署名 お役職

電話番号 ＦＡＸ番号

ｅ-ｍａｉｌアドレス

〒

■担当者１

ご芳名 フリガナ

部署名 お役職

電話番号 ＦＡＸ番号

ｅ-ｍａｉｌアドレス

〒　

ＩＲサークル登録 ☑登録する　　□登録しない　　

■担当者２

ご芳名 フリガナ

部署名 お役職

電話番号 ＦＡＸ番号

ｅ-ｍａｉｌアドレス

〒　

ＩＲサークル登録 ☑登録する　　□登録しない　　

整理番号 理事会承認　　　　　　年度　第　　　回　　　　　年　　　月　　　日

事務局記入欄：

連絡先住所

連絡先住所

※会員の皆様から個人情報をご提供いただく場合、当協議会のセミナー参加申込や、会員の入会申込、各種サービスおよび関連情報をご提供する
目的にのみ、その情報を利用いたします。会員の皆様の個人情報をこれら正当な目的以外に無断で利用することはありません。

連絡先住所

※入会については、定款第7条、第27条、第28条、第29条に基づき、当会の理事会においての承認が必要です。お申し込み後、事務局は遅滞なくセミ
ナーなどへの参加をご案内しますが、提出書類が不十分などの理由で、理事会が入会を承認しない場合もあることにご注意ください。

上場／非上場

入会申込書

御社電話番号

一般社団法人 日本ＩＲ協議会の目的および事業に賛同し、貴協議会会員として入会いたしたく申し込みます。

西暦 年　 月　 日

御社所在地

会員名（カタカナ）

「株式会社」等も明記してください

「カブシキカイシャ」等は不要

ＩＲサークル（会員の事例報告や意見交換のための勉強会）への参加
を希望される場合はご登録願います。

ＩＲサークルのご案内は登録した方のみにいたします。

基本的にＩＲ支援業務を行なっている会社に
ご登録いただいております。

ＩＲ支援会社としてご登録していただくと、ＩＲベーシックブッ
ク・当会ウェブサイトに社名、ＵＲＬリンク、サービス概要、問い
合わせ先が掲載される他、ＩＲカンファレンスなどのイベントへの

ご協賛や出展のご案内をさせていただきます。

電話番号、ＦＡＸ番号、e-mailアドレスは、担当秘書やお取次ぎ
窓口でも結構です。その際は部署名の欄にその方のお名前をご記

社長やＩＲ担当役員など、法人としての代表者をご登録願います。

年会費等のご請求および総会時の議決権連絡窓口となります。ＩＲ
部門の責任者の方をご登録願います。

担当者１の方に加え、機関誌『ＩＲ－ＣＯＭ』の定期送付やセミナー等のご案内が送られます。

社判をお願いします

認印でも結構です
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