
【電気学会誌・論文誌 電子ジャーナル 機関利用申込書 記入見本】 

 

「機関利用申込書」の記入見本は購読形態によって異なります。次ページより，ご希望

の購読形態をご選択の上，ご参照ください。 

 

記入見本目次  

1．一般の機関の皆様用（6 誌一括購読の場合） 

2．一般の機関の皆様用（論文誌毎購読の場合） 

3．事業維持員の皆様用（6 誌一括購読の場合） 

4．事業維持員の皆様用（論文誌毎購読の場合） 

5．30 人以下の企業もしくは事業所の皆様用（6 誌一括購読の場合） 

6．30 人以下の企業もしくは事業所の皆様用（論文誌毎購読の場合） 



別途定める利用規定を承認し，下記の通りアクセス権１件を申し込みます。

　機関名（フリガナ）

　機関名（日本語）

　＊全角，0～80字以内。

　機関名（英語）

　＊半角英数字。

　機関所在地（住所）

　担当者連絡先 氏名 所属

Tel Fax

E-mail

　購読形態

　＊希望される購読形態に○をつけて下さい。

口数 口

従業員数 人

　利用開始希望月 2020 年 4 月 より

　利用登録IPアドレス

　＊固定のグローバルIPアドレスを
     ご記入下さい。
　＊固定のIPアドレスがない場合は「なし」と
     ご記入下さい。
　　編修出版課より折り返しご連絡いたします。

　利用統計情報（COUNTER準拠）

　＊固定のIPアドレスがある場合のみ提供可。

　備　　考

＊お申し込みの際は，アクセス権１件につき，本申込書１枚をご使用下さい。
＊本申込書をメール添付にてお送り下さる場合は，PDFファイルに変換の上，ご送付下さい。

＊お問い合わせ，お申し込みは下記担当までお願い申し上げます。

111.222.333.444

111.333.555.777

利用統計情報を希望する 利用統計情報を希望しない

合計 330,000 円（消費税込）

 　＊事業維持員の機関はお申し込み口数をご記入下さい。
 　＊30人以下の企業および事業所は従業員数をご記入下さい。

学会誌　　　論文誌　A　　　B　　　C　　　D　　　E

　購読料の割引　（該当機関のみご記入下さい） 事 業 維 持 員

30人以下の企業・事業所

編修出版課

03-3221-3704

edit@iee.or.jp

6誌一括購読 雑誌毎購読

  ＊雑誌毎購読の場合，購読希望の雑誌名に○をつけて下さい。

お申込み年月日：　　2019　　年　　10　月　　1　日

イッパンシャダンホウジン　デンキガッカイ

一般社団法人　電気学会

The Institute of Electrical Engineers of Japan

　〒　102-0076

東京都千代田区五番町6-2 Homat Horizonビル8階

　＊担当者の所在地が上記機関所在地と
     異なる場合は，「備考」欄に担当者所在地
     をご記入下さい。

電気学会誌および論文誌　電子ジャーナル版　機関利用申込書

　＊各地にキャンパスが散在している学校の
     場合，担当者が在籍するキャンパス所在地
     をご記入下さい。

電気　さくら

　　　〒102-0076　東京都千代田区五番町6-2　Homat Horizonビル8階

　　　Tel：03-3221-7302，　Fax：03-3221-3704， 　E-mail：edit@iee.or.jp

　　　一般社団法人電気学会　編修出版課　

　利用料金合計

　＊利用料金の詳細は電気学会HP等でご確認下さい。

03-3221-7302

6誌一括購読を申し込む場合

（一般の機関）



別途定める利用規定を承認し，下記の通りアクセス権１件を申し込みます。

　機関名（フリガナ）

　機関名（日本語）

　＊全角，0～80字以内。

　機関名（英語）

　＊半角英数字。

　機関所在地（住所）

　担当者連絡先 氏名 所属

Tel Fax

E-mail

　購読形態

　＊希望される購読形態に○をつけて下さい。

口数 口

従業員数 人

　利用開始希望月 2020 年 4 月 より

　利用登録IPアドレス

　＊固定のグローバルIPアドレスを
     ご記入下さい。
　＊固定のIPアドレスがない場合は「なし」と
     ご記入下さい。
　　編修出版課より折り返しご連絡いたします。

　利用統計情報（COUNTER準拠）

　＊固定のIPアドレスがある場合のみ提供可。

　備　　考

＊お申し込みの際は，アクセス権１件につき，本申込書１枚をご使用下さい。
＊本申込書をメール添付にてお送り下さる場合は，PDFファイルに変換の上，ご送付下さい。

＊お問い合わせ，お申し込みは下記担当までお願い申し上げます。

電気学会誌および論文誌　電子ジャーナル版　機関利用申込書

お申込み年月日：　　2019　　年　　10　月　　1　日

イッパンシャダンホウジン　デンキガッカイ

一般社団法人　電気学会

The Institute of Electrical Engineers of Japan

　〒　102-0076

　＊各地にキャンパスが散在している学校の
     場合，担当者が在籍するキャンパス所在地
     をご記入下さい。

東京都千代田区五番町6-2 Homat Horizonビル8階

電気　さくら 編修出版課

　＊担当者の所在地が上記機関所在地と
     異なる場合は，「備考」欄に担当者所在地
     をご記入下さい。

03-3221-7302 03-3221-3704

edit@iee.or.jp

6誌一括購読 雑誌毎購読

  ＊雑誌毎購読の場合，購読希望の雑誌名に○をつけて下さい。 学会誌　　　論文誌　A　　　B　　　C　　　D　　　E

　購読料の割引　（該当機関のみご記入下さい） 事 業 維 持 員

 　＊事業維持員の機関はお申し込み口数をご記入下さい。
 　＊30人以下の企業および事業所は従業員数をご記入下さい。 30人以下の企業・事業所

　利用料金合計
合計 125,400 円（消費税込）

　＊利用料金の詳細は電気学会HP等でご確認下さい。

　　　Tel：03-3221-7302，　Fax：03-3221-3704， 　E-mail：edit@iee.or.jp

111.222.333.444

111.333.555.777

利用統計情報を希望する 利用統計情報を希望しない

　　　一般社団法人電気学会　編修出版課

　　　〒102-0076　東京都千代田区五番町6-2　Homat Horizonビル8階

論文誌毎購読を申し込む場合

（一般の機関）



別途定める利用規定を承認し，下記の通りアクセス権１件を申し込みます。

　機関名（フリガナ）

　機関名（日本語）

　＊全角，0～80字以内。

　機関名（英語）

　＊半角英数字。

　機関所在地（住所）

　担当者連絡先 氏名 所属

Tel Fax

E-mail

　購読形態

　＊希望される購読形態に○をつけて下さい。

口数 15 口

従業員数 人

　利用開始希望月 2020 年 4 月 より

　利用登録IPアドレス

　＊固定のグローバルIPアドレスを
     ご記入下さい。
　＊固定のIPアドレスがない場合は「なし」と
     ご記入下さい。
　　編修出版課より折り返しご連絡いたします。

　利用統計情報（COUNTER準拠）

　＊固定のIPアドレスがある場合のみ提供可。

　備　　考

＊お申し込みの際は，アクセス権１件につき，本申込書１枚をご使用下さい。
＊本申込書をメール添付にてお送り下さる場合は，PDFファイルに変換の上，ご送付下さい。

＊お問い合わせ，お申し込みは下記担当までお願い申し上げます。

電気学会誌および論文誌　電子ジャーナル版　機関利用申込書

お申込み年月日：　　2019　　年　　10　月　　1　日

イッパンシャダンホウジン　デンキガッカイ

一般社団法人　電気学会

The Institute of Electrical Engineers of Japan

　〒　102-0076

　＊各地にキャンパスが散在している学校の
     場合，担当者が在籍するキャンパス所在地
     をご記入下さい。

東京都千代田区五番町6-2 Homat Horizonビル8階

電気　さくら 編修出版課

　＊担当者の所在地が上記機関所在地と
     異なる場合は，「備考」欄に担当者所在地
     をご記入下さい。

03-3221-7302 03-3221-3704

edit@iee.or.jp

6誌一括購読 雑誌毎購読

  ＊雑誌毎購読の場合，購読希望の雑誌名に○をつけて下さい。 学会誌　　　論文誌　A　　　B　　　C　　　D　　　E

　購読料の割引　（該当機関のみご記入下さい） 事 業 維 持 員

 　＊事業維持員の機関はお申し込み口数をご記入下さい。
 　＊30人以下の企業および事業所は従業員数をご記入下さい。 30人以下の企業・事業所

　利用料金合計
合計 280,500 円（消費税込）

　＊利用料金の詳細は電気学会HP等でご確認下さい。

　　　Tel：03-3221-7302，　Fax：03-3221-3704， 　E-mail：edit@iee.or.jp

111.222.333.444

111.333.555.777

利用統計情報を希望する 利用統計情報を希望しない

　　　一般社団法人電気学会　編修出版課

　　　〒102-0076　東京都千代田区五番町6-2　Homat Horizonビル8階

6誌一括購読を申し込む場合

（事業維持員の機関）



別途定める利用規定を承認し，下記の通りアクセス権１件を申し込みます。

　機関名（フリガナ）

　機関名（日本語）

　＊全角，0～80字以内。

　機関名（英語）

　＊半角英数字。

　機関所在地（住所）

　担当者連絡先 氏名 所属

Tel Fax

E-mail

　購読形態

　＊希望される購読形態に○をつけて下さい。

口数 15 口

従業員数 人

　利用開始希望月 2020 年 4 月 より

　利用登録IPアドレス

　＊固定のグローバルIPアドレスを
     ご記入下さい。
　＊固定のIPアドレスがない場合は「なし」と
     ご記入下さい。
　　編修出版課より折り返しご連絡いたします。

　利用統計情報（COUNTER準拠）

　＊固定のIPアドレスがある場合のみ提供可。

　備　　考

＊お申し込みの際は，アクセス権１件につき，本申込書１枚をご使用下さい。
＊本申込書をメール添付にてお送り下さる場合は，PDFファイルに変換の上，ご送付下さい。

＊お問い合わせ，お申し込みは下記担当までお願い申し上げます。

電気学会誌および論文誌　電子ジャーナル版　機関利用申込書

お申込み年月日：　　2019　　年　　10　月　　1　日

イッパンシャダンホウジン　デンキガッカイ

一般社団法人　電気学会

The Institute of Electrical Engineers of Japan

　〒　102-0076

　＊各地にキャンパスが散在している学校の
     場合，担当者が在籍するキャンパス所在地
     をご記入下さい。

東京都千代田区五番町6-2 Homat Horizonビル8階

電気　さくら 編修出版課

　＊担当者の所在地が上記機関所在地と
     異なる場合は，「備考」欄に担当者所在地
     をご記入下さい。

03-3221-7302 03-3221-3704

edit@iee.or.jp

6誌一括購読 雑誌毎購読

  ＊雑誌毎購読の場合，購読希望の雑誌名に○をつけて下さい。 学会誌　　　論文誌　A　　　B　　　C　　　D　　　E

　購読料の割引　（該当機関のみご記入下さい） 事 業 維 持 員

 　＊事業維持員の機関はお申し込み口数をご記入下さい。
 　＊30人以下の企業および事業所は従業員数をご記入下さい。 30人以下の企業・事業所

　利用料金合計
合計 106,590 円（消費税込）

　＊利用料金の詳細は電気学会HP等でご確認下さい。

　　　Tel：03-3221-7302，　Fax：03-3221-3704， 　E-mail：edit@iee.or.jp

111.222.333.444

111.333.555.777

利用統計情報を希望する 利用統計情報を希望しない

　　　一般社団法人電気学会　編修出版課

　　　〒102-0076　東京都千代田区五番町6-2　Homat Horizonビル8階

論文誌毎購読を申し込む場合

（事業維持員の機関）



別途定める利用規定を承認し，下記の通りアクセス権１件を申し込みます。

　機関名（フリガナ）

　機関名（日本語）

　＊全角，0～80字以内。

　機関名（英語）

　＊半角英数字。

　機関所在地（住所）

　担当者連絡先 氏名 所属

Tel Fax

E-mail

　購読形態

　＊希望される購読形態に○をつけて下さい。

口数 口

従業員数 25 人

　利用開始希望月 2020 年 4 月 より

　利用登録IPアドレス

　＊固定のグローバルIPアドレスを
     ご記入下さい。
　＊固定のIPアドレスがない場合は「なし」と
     ご記入下さい。
　　編修出版課より折り返しご連絡いたします。

　利用統計情報（COUNTER準拠）

　＊固定のIPアドレスがある場合のみ提供可。

　備　　考

＊お申し込みの際は，アクセス権１件につき，本申込書１枚をご使用下さい。
＊本申込書をメール添付にてお送り下さる場合は，PDFファイルに変換の上，ご送付下さい。

＊お問い合わせ，お申し込みは下記担当までお願い申し上げます。

電気学会誌および論文誌　電子ジャーナル版　機関利用申込書

お申込み年月日：　　2019　　年　　10　月　　1　日

イッパンシャダンホウジン　デンキガッカイ

一般社団法人　電気学会

The Institute of Electrical Engineers of Japan

　〒　102-0076

　＊各地にキャンパスが散在している学校の
     場合，担当者が在籍するキャンパス所在地
     をご記入下さい。

東京都千代田区五番町6-2 Homat Horizonビル8階

電気　さくら 編修出版課

　＊担当者の所在地が上記機関所在地と
     異なる場合は，「備考」欄に担当者所在地
     をご記入下さい。

03-3221-7302 03-3221-3704

edit@iee.or.jp

6誌一括購読 雑誌毎購読

  ＊雑誌毎購読の場合，購読希望の雑誌名に○をつけて下さい。 学会誌　　　論文誌　A　　　B　　　C　　　D　　　E

　購読料の割引　（該当機関のみご記入下さい） 事 業 維 持 員

 　＊事業維持員の機関はお申し込み口数をご記入下さい。
 　＊30人以下の企業および事業所は従業員数をご記入下さい。 30人以下の企業・事業所

　利用料金合計
合計 231,000 円（消費税込）

　＊利用料金の詳細は電気学会HP等でご確認下さい。

　　　Tel：03-3221-7302，　Fax：03-3221-3704， 　E-mail：edit@iee.or.jp

111.222.333.444

111.333.555.777

利用統計情報を希望する 利用統計情報を希望しない

　　　一般社団法人電気学会　編修出版課

　　　〒102-0076　東京都千代田区五番町6-2　Homat Horizonビル8階

6誌一括購読を申し込む場合

（30人以下の企業・事業所）



別途定める利用規定を承認し，下記の通りアクセス権１件を申し込みます。

　機関名（フリガナ）

　機関名（日本語）

　＊全角，0～80字以内。

　機関名（英語）

　＊半角英数字。

　機関所在地（住所）

　担当者連絡先 氏名 所属

Tel Fax

E-mail

　購読形態

　＊希望される購読形態に○をつけて下さい。

口数 口

従業員数 25 人

　利用開始希望月 2020 年 4 月 より

　利用登録IPアドレス

　＊固定のグローバルIPアドレスを
     ご記入下さい。
　＊固定のIPアドレスがない場合は「なし」と
     ご記入下さい。
　　編修出版課より折り返しご連絡いたします。

　利用統計情報（COUNTER準拠）

　＊固定のIPアドレスがある場合のみ提供可。

　備　　考

＊お申し込みの際は，アクセス権１件につき，本申込書１枚をご使用下さい。
＊本申込書をメール添付にてお送り下さる場合は，PDFファイルに変換の上，ご送付下さい。

＊お問い合わせ，お申し込みは下記担当までお願い申し上げます。

電気学会誌および論文誌　電子ジャーナル版　機関利用申込書

お申込み年月日：　　2019　　年　　10　月　　1　日

イッパンシャダンホウジン　デンキガッカイ

一般社団法人　電気学会

The Institute of Electrical Engineers of Japan

　〒　102-0076

　＊各地にキャンパスが散在している学校の
     場合，担当者が在籍するキャンパス所在地
     をご記入下さい。

東京都千代田区五番町6-2 Homat Horizonビル8階

電気　さくら 編修出版課

　＊担当者の所在地が上記機関所在地と
     異なる場合は，「備考」欄に担当者所在地
     をご記入下さい。

03-3221-7302 03-3221-3704

edit@iee.or.jp

6誌一括購読 雑誌毎購読

  ＊雑誌毎購読の場合，購読希望の雑誌名に○をつけて下さい。 学会誌　　　論文誌　A　　　B　　　C　　　D　　　E

　購読料の割引　（該当機関のみご記入下さい） 事 業 維 持 員

 　＊事業維持員の機関はお申し込み口数をご記入下さい。
 　＊30人以下の企業および事業所は従業員数をご記入下さい。 30人以下の企業・事業所

　利用料金合計
合計 87,780 円（消費税込）

　＊利用料金の詳細は電気学会HP等でご確認下さい。

　　　Tel：03-3221-7302，　Fax：03-3221-3704， 　E-mail：edit@iee.or.jp

111.222.333.444

111.333.555.777

利用統計情報を希望する 利用統計情報を希望しない

　　　一般社団法人電気学会　編修出版課

　　　〒102-0076　東京都千代田区五番町6-2　Homat Horizonビル8階

論文誌毎購読を申し込む場合

（30人以下の企業・事業所）
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