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第１章 総則 
 
（本規則の目的） 
第１条 本規則は、本会の定款第１４条及び第１７条に基づき、本会への入退会に関す

る手続を定める理事会規則である。 
 

第２章 入会 
（入会の手続き） 
第２条 本会の正会員又は賛助会員になろうとする者は、本会の定款及び理事会が定める

規則（入会金、会費及び理事会員特別負担金に関する規則、委員会及び作業部会

の設置、運営等に関する規則、プロジェクト審議会の設置、運営等に関する規則

を含む。以下同じ。）に同意したうえで、本規則『様式第一号』に定める書式に

て入会申込書を作成し、これを理事会に提出しなければならない。 
  ② 定款第１４条第３項の規定に基づき理事会の決議により特別会員として招聘さ

れた団体または個人は、入会を承諾するときは、本規則『様式第二号』に定める

書式にて入会同意書を作成し、これを理事会に提出しなければならない。 
 
（入会の許可） 
第３条 第２条第１項による入会の申し込みを受けた理事会は、入会を希望する法人が

定款第１０条第１項又は第１１条第１項に定める資格を満たすと認めるときは、

すみやかにその入会を許可する。但し、理事会は、定款第 18 条の責務の履行が

期待できない相当の事由があると認められる場合、又は、第 2 条第 1 項の入会

申込書の記載事項に虚偽記載があると認められる場合は、入会の許可を与えて

はならない。当該申し込みを行った法人が遅滞なく申込書の記載事項を修正し、

理事会がその修正を適切と考える場合は、入会の許可を与える。 
 
（会員たる資格の取得） 
第４条 理事会により正会員又は賛助会員として入会を認められた者は、理事会が定める

規則に従い、入会申込書に記載の入会希望日が属する暦月の前月末日までに本会

に入会金を納付しなければならない。かかる納付を条件として、かかる入会希望

日をもって会員たる資格を取得する。 
  ② 特別会員として招聘された者は、理事会に対して入会同意書を提出した日をもっ

て会員たる資格を得る。 
 

第３章 退会および除名 
 



2 
 

（退会） 
第５条  会員は、定款第１７条第１項に定める手続に従い、退会することができる。 

② 退会しようとする会員は、退会の３０日前までに、本規則『様式第三号』に定め

る書式にて退会願書を作成し、これを理事会に対して提出しなければならない。 
③ 正会員又は賛助会員が解散したとき及び特別会員が解散又は死亡したときは、本

会から退会したものとみなす。この場合は、前項の退会願書の提出は不要である。 
 

（除名） 
第６条 会員は、定款第１７条第２項、第３項及び第４項に定める手続に従い、除名され

ることがある。 
  ② 除名されたものは、除名の通知を受けた日から３０日以内に、本規則『様式第四

号』に定める書式にて除名同意書を作成し、これを理事会に対して提出しなけれ

ばならない。 
  ③ 前項に定める除名同意書の提出の有無は除名の効力に影響を及ぼさない。 
 
（会員たる資格の喪失） 
第７条 第５条第２項に従い退会願書を理事会に提出した会員は、当該提出の日又は退会

願書に記載の希望退会日のいずれか遅い方の日をもって会員たる資格を喪失す

る。 
②  正会員又は賛助会員については総会決議により、特別会員については理事会決

議により、それぞれ除名されたときは、当該会員は、代表理事がかかる除名の決

定を当該会員に対して書面をもって通知した時に会員たる資格を喪失する。 
 
（会費等の返還） 
第８条  退会又は除名により会員たる資格を喪失したものは、本会に対して既に支払っ

た入会金、会費、委員会活動費及びプロジェクト活動費並びに理事会特別負担金

の払い戻しを請求できない。 
 

第４章 会員資格喪失後の権利及び義務 
 
（会員資格喪失後の権利及び義務） 
第９条 退会または除名により会員たる資格を喪失した者は、会員たる資格に基づき本会

より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。ただし、当該資格喪失の時に有

効な理事会規則に基づいて特に保有を認められた権利については、この限りでは

ない。 
② 退会または除名により会員たる資格を喪失した者は、会員たる資格に基づき本
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会に対して負担した一切の義務を免れる。ただし、当該資格喪失の時に未納で

あった会費、委員会活動費、プロジェクト活動費又は理事会特別負担金の支払

義務、本会の活動に際して知り得た本会及び他の会員の機密情報に係る機密保

持義務及び当該喪失の時に有効な理事会規則に基づいて資格喪失後も特に義務

付けられたものについては、この限りではない。 
 
（規則の改正） 
第１０条  本規則の改正は理事会の決議による。 
 
（附則） 
第１１条 本規則は、本会設立の日から発効する。 
 
 
平成１４年７月１日発効 
平成２１年１月２７日改正 
平成２４年１１月２０日改正 
 



様式第一号 入会申込書

一般社団法人カメラ映像機器工業会入会申込書

西暦 年 月 日
一般社団法人カメラ映像機器工業会代表理事会長殿

法人名称法人名称
代表者名 印

貴工業会の設立趣旨に賛同し、正会員または賛助会員として下記の通り申し込みます。
なお、入会に先立ち、貴工業会の定款及び理事会の定める規則に同意し、工業会会員としての遵守事項を守ることを誓約します。

法人名称

法人名称（英文）法人名称（英文）

本社所在地

本社所在地（英文）

代表者氏名

代表者氏名（英文）

資本金

従業員数

業務内容・製品等

窓口担当者氏名

窓口担当者氏名（英文）

窓口担当者所属・連絡先
電話 ファクス所属

窓口担当者所属・連絡先（英文）

会員種別

希望入会日

窓口担当者メイルアドレス

正会員 賛助会員

西暦 年 月 日

工業会へのご意見又は希望



Application Form No.1

Application for Camera and Imaging Products Association
Date /                 /                .

(MM)                     (DD)                        (YYYY)

TO: Chairman & Chief Executive Officer

We, , agree to the purpose of the Association, and hereby apply for
Membership in the Association, either as a regular member or supporting member as is indicated follows.
In joining the Association, we agree to keep ourselves in compliance with the Articles of Association and any and all
Association Rules adopted by the Board of the Association

Corporate Name

AddressAddress

ZIP CODE

Name of Representative

Amount of Stock Capital or Equity

[Name]

Number of Employees

Industrial Segment(s) for
Products development and/or
market

Contact Person in Charge

Requested Membership Regular Supporting

[TEL/FAX]

[E-Mail Address]

Requested Date of Admission

Request or Comment
(if any)

Date /                 /                .
(MM)                     (DD)                        (YYYY)

i

[Name]
[Title]

Signature



様式第二号 入会同意書

一般社団法人カメラ映像機器工業会入会同意書

西暦 年 月 日
一般社団法人カメラ映像機器工業会代表理事会長殿

氏名または氏名ま
代表者名（団体の場合） 印

貴工業会より要請のありました特別会員としての入会に同意いたします。
なお、入会に先立ち、貴工業会の定款及び理事会の定める規則に同意し、工業会会員としての遵守事項を守ることを誓約します。

団体名または氏名

団体名または氏名（英文）団体名または氏名（英文）

所在地

所在地（英文）

代表者氏名（団体の場合）

代表者氏名（英文）

所属団体または法人
（個人の場合）
事業内容
（団体の場合）

窓口担当者氏名（団体の場合）

窓口担当者氏名（英文）

連絡先
電話 ファクス所属（団体の場合）

連絡先（英文）

他団体への加入状況

メイルアドレス

工業会へのご意見又は希望



様式第三号 退会願書

一般社団法人カメラ映像機器工業会退会願書

西暦 年 月 日
一般社団法人カメラ映像機器工業会代表理事会長殿

団体名称または氏名団体名称ま 氏名
（団体の場合）代表者名 印

貴工業会を退会したく申請致します。なお、退会にあたりましては、定款及び理事会の定める規則に従い一定の権利及び義務が
退会後も存続することを確認し、これに同意します。

団体名または氏名

団体名または氏名（英文）団体名または氏名（英文）

住所または所在地

住所または所在地（英文）

団体の場合は代表者氏名

窓口担当者氏名

窓口担当者氏名（英文）

窓口担当者所属・連絡先

窓口担当者所属・連絡先（英文）

電話 ファクス所属

会員種別

窓口担当者メイルアドレス

正会員 賛助会員

退会後の連絡先および担当者

特別会員

退会日 西暦 年 月 日

退会理由

備考



様式第四号 除名同意書

一般社団法人カメラ映像機器工業会除名同意書

西暦 年 月 日
一般社団法人カメラ映像機器工業会代表理事会長殿

団体名称または氏名団体名称ま 氏名
（団体の場合）代表者名 印

貴工業会からの除名に異議がないことを確認致します。なお、会員たる資格を喪失した後も、定款及び理事会の定める規則に
従い一定の権利及び義務が存続することを確認し、これに同意します。

団体名または氏名

団体名または氏名（英文）団体名または氏名（英文）

住所または所在地

住所または所在地（英文）

団体の場合は代表者氏名

窓口担当者氏名

窓口担当者氏名（英文）

窓口担当者所属・連絡先

窓口担当者所属・連絡先（英文）

電話 ファクス所属

会員種別

窓口担当者メイルアドレス

正会員 賛助会員

会員資格喪失後の連絡先
および担当者

特別会員

会員資格喪失日 西暦 年 月 日

会員資格喪失理由

備考
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