
お申し込み方法
この申込書に必要事項をご記入の上、右記の住所/電子メールアドレスまでお送りください。

会員情報

会社/大学 (該当する場合)

姓

名

肩書き

郵送先住所：   自宅   勤務先 

建物名/階/部屋番号等

所番地

市区町村  都道府県  郵便番号

国 
 
性別   女性   男性  統計目的のみに使用。

以下に連絡先をご記入ください。 
(申込書の処理に必要です。学会の事務処理のみに使用します。)

自宅電話番号

勤務先電話番号

主にお使いの電子メールアドレス

予備の電子メールアドレス

学位 (1) (月/日/年) 大学名

学位 (2) (月/日/年) 大学名

専攻

生年月日 月 日 年 
税務上の所得控除 (米国)：CEP の購読料 $31 を含む AIChE の会費は、法律で認められる範囲内において所得控除
の対象となります。詳しくは、税理士にご相談ください。

理学士号を取得された年
o 2010 年以前 o 2010 年 o 2011 年
o 2012 年 o 2013 年
o 現在無職である 
o 米国外に在住している
o  大学院に在学中の方は、以下にご記入 

ください。 

 
卒業日：      教育機関名：  

入会申込書
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PO Box 4429
Danbury, CT 06813-4429 USA
電話：203.702.7660/1.800.242.4363
ファックス：203.775.5177

/ /

American Institute of Chemical Engineers

/ //

/ //

2   フォーラム/部門をお選びください
o 化学工学および法律フォーラム                                                          $20
o 計算分子科学および工学フォーラム                                                     $5
o ナノスケール科学および工学フォーラム                                                $10
o 北米混合フォーラム                                                                        無料
o 粒子工学フォーラム                                                                        $15 
o 持続可能な工学フォーラム                                                                $20
o アップストリームエンジニアリングおよび流量保証フォーラム                     $36 
o  新規SBE フォーラム：国際メタボリックエンジニアリング学会  

(International Metabolic Engineering Society)                                   無料
o 触媒および反応工学部門                                                                   $10
o コンピューティングおよびシステム技術部門                                          $10
o 教育部門                                                                                                                 $7
o 食品、製薬およびバイオエンジニアリング部門                                        $10
o 森林バイオプロダクト部門                                                                $9
o 燃料および石油化学製品部門                                                                                 $10
o 管理部門                                                                                                                 $10
o 材料工学および科学部門                                                                   $7
o 原子力工学部門                                                                             $10
o プロセス開発部門                                                                           $10
o 分離部門                                                                                                                 $15
o 輸送およびエネルギープロセス部門                                                     $7 
 
部門と出版物購読のセット：  

北米
 印刷版 ウェブ版 両方
o 環境、Env.Progress & Sustainable Energy o $45 o $45 o $75  
o 安全衛生、Process Safety Progress o $39 o $39 o $69

北米以外 
 印刷版 ウェブ版 両方
o 環境、Env.Progress & Sustainable Energy o $95 o $45 o $125  
o 安全衛生、Process Safety Progress o $89 o $39 o $119 
 

3  専門技術団体をお選びください
o サステナビリティ研究所 (Institute for Sustainability、IfS)                       $25 
o 生物工学会 (Society for Biological Engineering、SBE)                          $15
o  新規国際水ソリューション学会 (International Society for Water Solutions、 

ISWS)                                                                                        $15

4  出版物をお選びください
北米 印刷版 ウェブ版 両方
Chemical Engineering Progress (CEP)      購読料込み
AIChE Journal o $165 o $215 o $265
Biotechnology Progress o $152 o $70 o $222 
Food & Bioproducts Processing o なし o $65 o $145

北米以外
Chemical Engineering Progress (CEP) o $30† o 購読料込み  —— 
AIChE Journal o $295 o $215 o $395
Biotechnology Progress o $209 o $70 o $279 
Food & Bioproducts Processing o なし o $65 o $145
†CEP 誌のオンライン版は、すべての会員の方にご覧いただけます。印刷版は、世界銀行レベル I 会
員 (会費が $49 の会員) を除く全会員に送付されます。世界銀行レベル I 会員で購読を希望される方
は、印刷版の購読料として $30 をお支払いいただく必要があります。

5   お支払い金額の合計
学会会費   $ __________
部門/フォーラム会費  $ __________ 
専門技術団体会費  $ __________
出版物購読料  $ __________
合計    $ __________
お支払い方法： o 小切手同封 (AIChE 宛としてください)
 クレジットカード： o アメリカン・エキスプレス   o マスターカード
   o Visa     o ディスカバー     o ダイナースクラブ

カード番号                    有効期限

カード名義人の氏名  カード名義人の署名

1   会員カテゴリーをお選びください

電子メール：customerservice@aiche.org  •  ウェブ：www.aiche.org

学会会費一覧 (米国)
理学士号取得年 年会費
2010 年以前 $199    
2010 $150 
2011 $100
2012, 2013 $50
大学院在学中 $50
無職 $50



アフガニスタン $49
アルバニア $79
アルジェリア $79
米領サモア $149
アンゴラ $79
アンティグア・バーブーダ $199
アルゼンチン $149 
アルメニア $79
アルバ $199
オーストラリア $199 
オーストリア $199
アゼルバイジャン $79
バーレーン $199
バングラデシュ $49 
バルバドス $149
ベルギー $199
ベリーズ $149
ベナン $49
バミューダ $199
ブータン $49
ボリビア $79 
ボスニア・ヘルツェゴビナ $79 
ボツワナ $149 
ブラジル $79
ブルネイ・ダルサラーム国 $199 
ブルガリア $79 
ブルキナファソ $49
ブルンジ $49 
カンボジア $49 
カメルーン $79  
カナダ $199
カーボベルデ $79 
ケイマン諸島 $199
中央アフリカ共和国 $49 
チャド $49 
チリ $149 
中国 $79 
コロンビア $79 
コモロ $49 
コスタリカ $149 
クロアチア $149 
キプロス $199 
チェコ共和国 $149 
デンマーク $199 
ジブチ $79  

ドミニカ $149  
ドミニカ共和国 $79  
東ティモール $49
エクアドル $79
エジプト $79
エルサルバドル $79
赤道ギニア $149
エリトリア $49
エストニア $149 
エチオピア $49
フィジー $79 
フィンランド $199 
フランス $199
フランス領ポリネシア $199 
ガボン $149
ガザ地区/ヨルダン川西岸 $79
グルジア $79 
ドイツ $199
ガーナ $49 
ギリシャ $199
グレナダ $149
グアム $199
グアテマラ $79
ギニア $49
ギニアビサウ $49
ガイアナ $79 
ハイチ $49 
ホンジュラス $79 
香港 $199
ハンガリー $149
インド $49
インドネシア $79
イラク $79 
アイルランド $199
イスラエル $199 
イタリア $199 
ジャマイカ $79
日本 $199
ヨルダン $79 
ケニア $49 
キルギス $49
クウェート $199 
ラオス $49
ラトビア $149 
レバノン $149

リビア $149 
リトアニア $149
ルクセンブルク $199
マケドニア $79 
マダガスカル $49 
マラウイ $49 
マレーシア $149 
マリ $49
マーシャル諸島 $79
モーリタニア $49 
モーリシャス $149 
メキシコ $149
ミクロネシア $79
モルドバ $79 
モンゴル国 $49
モンテネグロ $79 
モロッコ $79
モザンビーク $49 
ナミビア $79 
ネパール $49 
オランダ $199 
オランダ領アンティル $199
ニューカレドニア $199 
ニュージーランド $199 
ニカラグア $79  
ニジェール $49  
ナイジェリア $49 
北マリアナ諸島 $149
ノルウェー $199
オマーン $149 
パキスタン $49 
パラオ $149  
パナマ $149 
パプアニューギニア $49 
パラグアイ $79  
ペルー $79  
フィリピン $79  
ポーランド $149  
ポルトガル $199 
プエルトリコ $199  
カタール $199  
コンゴ共和国 $79  
ルーマニア $149  
ロシア $149  
ルワンダ $49  

サントメ・プリンシペ $49  
サウジアラビア $199  
セネガル $49  
セルビア/コソボ $79  
セイシェル $149 
シエラレオネ $49  
シンガポール $199  
スロバキア $149 
スロベニア $199
ソマリア $49
南アフリカ $149 
韓国 $199 
スペイン $199 
スリランカ $79 
セントクリストファー・ネーヴィス $149 
セントルシア $149 
セントビンセント・グレナディーン $149 
スリナム $79
スワジランド $79 
スウェーデン $199 
スイス $199 
台湾 $199 
タジキスタン $49 
タンザニア $49 
タイ $79 
バハマ $199 
ガンビア $49 
トーゴ $49 
トリニダード・トバゴ $149 
チュニジア $79 
トルコ $149 
トルクメニスタン $79 
ウガンダ $49 
ウクライナ $79 
アラブ首長国連邦 $199 
米国  $199
英国 $199 
ウルグアイ $149 
ウズベキスタン $49 
ベネズエラ $149
ベトナム $49 
米領ヴァージン諸島 $199 
イエメン $49 
ザンビア $49

料金表

•	 料金はすべて米ドルで表記されています

•	 料金はすべて 2013 年 12 月 31 日まで有効です

国 会費 国 会費 国 会費 国 会費
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