
登録会員 入会申込書              

BizMado（ビズ窓）『登録会員 利用規約』と『プライバシーポリシー 』に同意し、 ビズ窓登録会員に 入会をお申込み ます。

ご 署名                            申込日           年     月     日

エクサスパートナーズ株式会社 御中          プロモーションコード（記入欄）：

事業者名/団体名※        担当者名※ 部署/役職※

創業年度

（西暦）

年   月
資本金（任意） 従業員数（任意）

所在地※

〒

営業エリア

担当者 TEL※ FAX※ 携帯番号※

連絡先 E-mail※ URL※

貴社業界
（例：建設、機械、IT、食品など）

貴社業種
（例：メーカー、メンテナンス、商社、小売、サービス、士業など）

貴社主要客先
（貴社主要客先の業界・業種、市場や地域（エリア）等を自由記載）

※ 事業者名・連絡先等：  公開  ／  非公開   注：非公開の場合には、当社がアプローチの仲介（ワンクッション）とりなります。

４つのキーワード登録

貴社紹介

貴社を一言で紹介するなら（例：会員制ビジネスビルボード“ビズ窓”で会員事業と世界をつなぐ“窓”となる）

出来ること

出来ること、やれること （例：ＢｔｏＢ アライアンスサポート、事業プロモーション、事業支援、新市場進出支援）

やりたいこと

今後やりたいこと、計画など （例：日本の事業、商材や文化、優れものを世界に知らしめる、海外展開）

売りたい

売りたいもの、獲得したいもの （例：会員制ビジネスビルボードサイト“ビズ窓”の登録事業者の獲得、事業支援）

買いたい

買いたいもの、欲しいもの （例： 支援者、アライアンスパートナー、助成金、資金融資、投資家、人材、人材開発）

ビズ窓会員へ

の特典

ビズ窓会員の事業者向けに特典等が提供できる場合にはご記入下さい （例：ビズ窓主催のセミナー、交流会や会合への参加費の割引など）

当申込書は、別紙の『預金口座振替申込書・自動払込利用申込書』と共にご郵送ご送付願います。

エクサスパートナーズ株式会社〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-2-10 FAX 03-6745-9012 URL http://www.bizmado.com           



ご記入に際してのご注意 

◆ご記入内容確認のご注意 
●金融機関コードおよび支店コードは必ずご記入ください
●鉛筆での記入は無効となりますので、ボールペン等でしっかりとご記入ください。

●修正液、修正テープでの修正は無効となりますので、修正される際には、訂正印
（銀行印）を押印してください。 
●引き落とし口座のご記入洩れおよび印鑑洩れには十分ご注意ください

●ご記入もれ、ご記入相違がございますとお客様に何度もお手数をおかけすることに
なりますとともに口座振替処理の遅延となりますのでご注意ください 
●口座名義の代表者名・肩書きを必ずご記入ください

ご確認のポイント 

忘れずにご記入ください 

印鑑相違にご注意ください。不鮮明な場合は再提出となります。 

記入漏れがないよう、また正確にご記入ください。 

民間金融機関を 
ご指定の方 

 

ゆうちょ銀行を 
ご指定の方 

1 2 3 4 5 6 7 9 9 9 9 1 2 3 

1 2 3 

山田 太郎 

ヤマダ   タロウ 

クラウドペイメント 渋谷 
正確にご記入ください。 

正確にご記入ください。 

フリガナご記入洩れにご注意ください。 
法人様の場合、代表者名、肩書きを忘れずに。 

金融機関届出印をご捺印ください 

1 2 3 4 5 6 7 8 

株式会社Cloud Payment

デモアカウント発行用　御中

預金口座振替申込書<JCBローン用>

自動払込利用申込書 （収 加）○ ○



預金口座振替申込書くJCBロ ーン用〉

自動払込利用申込書 (00)

株式会社Cloud Payment

エクサスパー トナーズ株式会社 御中

く不備の場合のご返送先〉

〒181-8001三鷹市下連雀7-5-14

株式会社ジェーシービー カスタマーサービス部業務代行グループ

電話番号 0422-40-8170(直 通) 9:00AM～ 5:00PM土・日・祝・年末年始休

年  月  日

私は L記の料金等を″1金 ‖座振替の方法により株式会社ジェーシービーを通 じて支払 うことにしましたので、 ドi:己 記1文 の預金‖座振林規定を硝孫勺の うえ 下記‖座か
らの振朴を依頼 します。 (ゆ うちょ銀行は除く)

太枠内をご記入の上、ご捺印ください。

預金口座振替規定 (ゆ うちょ銀行を除く)
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金融機関・ゆうちょ銀行の方へ この依頼書・申込書に不備がある場合は該当理由に○印を付けて下記あてにご返信ください。

1.印鑑相違             4.名 義人相違            7.支 店名相違

2.預金種目相違           5。 口座番号相違           8。 その他 (      )
3.印鑑不鮮明            6.預 金取引なし

金融機 1期 使用l欄
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顧客番号
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払込先口座番号 00100-6-403833 払込先加入者名 株式会社ジェーシービー

フリガナ
ナト1:け llllFI]

口座名義

金融機関 振替 日 毎月26日 (金融機関体業 日の場合は翌営業 日)

ゆうちょ銀行 払込 日 毎月26日 (金融機関休業 日の場合は翌営業 日)



 ビズ窓サイト返信用封筒 ＆ 送付内容確認シート 

 

下記の切り取り線に沿って切り取って、長 3サイズの定型封筒に貼ってご返送願います。 

 

                           【注意事項】 

                           １）印刷の際はサイズ変更（拡大・縮小）せず 

                             白紙に印刷ください。 

                            

                           ２）切り取り線に合わせて切り取りください。 

 

 

                           ３）封筒の裏に必ず連絡先・氏名・住所をご記入 

                             ください。 

 

 ４）糊付けする際に剥がれないように、しっかり  

                             貼り付けください。 

 

                           ５）『入会申込』に関する書類送付の際に限って 

                             ご利用ください。 

 

                           ６）第 3者への譲渡を禁止します。 

 

                           ７）当社は、お客様に封筒の印刷を委託します。 

 

 

送付前に、もう一度ご送付内容のご確認を願います。 

 

□ ①ビズ窓サイト登録会員入会申込書 

（WEBサイトにて事業登録および入会申込がお済の場合には不要です。） 

 

□ ②預金口座振替申込書・自動払込利用申込書 

 

 WEBよりご入会の事業者様は入会申込後 1週間以内に上記②のご記入ご捺印の上、 

お早目にご投函を願います。 

（受取人） 

東京都中央区日本橋１丁目２番 10 号 東洋ビル    

エクサスパートナーズ株式会社 

         ビス窓サイト事務局 行 


