
勤務先・学校名 勤務先住所 ＴＥＬ

住　　所 ＦＡＸ

E-mail・携帯
※必須　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠アドレス

携帯電話
〒・フリガナ （　　　　-　　　　）

氏　　名
（西暦でのご記入をお願いします。尚、元号に1988
をプラスすると西暦です。【例】平成２5年生+1988
＝2013年です。）

男 女

英語表記
（ヘボン式ローマ字でのご記入を

お願いします）

Family name（姓） Given name（名）
自宅電話

フリガナ 生年月日（西暦）

　　　　年　　　　　月　　　　　日：　　　　歳 性別

INTERNATIONAL KARATE
ORGANIZATION KYOKUSINKAIKAN No.

・会員は保険等　 メディカルサポート制度は、新規入門IKOポータル登録完了日が保険開始日

・会員が事故を起こした場合は、運営委員会が審議し、支部長の裁可を経て、処分又は除名する。

・会員の事故傷害等について、会は一切責任を負わない。

渡･済

渡･済

渡･済

渡･済

ファールカップ

ヒザサポーター

本人又は親権者署名欄

白帯代（　　　号）

摘要金　額入金日種　　　　別

拳サポーター

渡･済

済

道衣代（　　　号） 渡･済

入金日 金　額 摘要

入　　会　　金 済
所属支部道場 福岡県東支部 道場

種　　　別

（ 　・ 　）月分会費※ 別紙、会員登録に関する重要事項の内容を確認し、同意致します。 スネサポーター

提　　出　　書　　類 摘要

預金口座振替依頼書（月会費） 済

本人確認書類 済

移籍元道場 道場名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在級：　　　　　　　　　　　　　　　　　会員登録番号：

家族会員 　有・無：（　　　　人）　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年齢：　　　　　　　　　　　　　　　（続柄：　　　　　　　　　　　　）

家族会員の会員番号（８桁） ＩＫＯポータル記入年月日 　　　　　年　　　　　月　　　　　日

武道歴 （　　　　　　　級・段） 入門年月日 　　　年　　　　月　　　　日

入門の動機 紹介者（　　　　　　　　　　　　　　）ポスター・チラシ・新聞・雑誌・ＨＰ・インターネット・ＴＶ・知人・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

帰省先住所 ＴＥＬ

保護者氏名 身長 cm 体重 kg

勤務先・学校名 勤務先住所 ＴＥＬ

渡･済ヒザサポーター

合　　　計
氏名：

白帯代（　　　号） 渡･済

合　　　計



INTERNATIONAL　KARATE　ORGANIZATION　KYOKUSINKAIKAN

No１



・ 稽古中は、指導員（先輩）の言うことをよく聞き、その指示に従う。

・ 体調が不充分なときや、気分が優れないときに稽古に参加する場合は、稽古前に予め指導

員にその旨を告げること。

・ 稽古中、気分が悪くなった場合は、速やかに指導員に告げ、休息をとる。

・ 稽古直前の食事は避ける。満腹の状態で稽古に参加してはならない。

・ 稽古中は常に姿勢を正し、集中して稽古に専念する。稽古中の気の弛みは厳に慎む。

以上、入門者は武道家としての自覚を持ち、後輩は先輩を敬い、先輩は後輩を労り、楽しく

稽古しよう。

★ Ⅰ部  (17:30～18:30)  本部道場 ・Ⅱ部  (19:00～20:00) 本部道場

Ⅰ部  (19:30～20:30)  苅田総合体育館

Ⅰ部  (19:00～20:00)  水巻町武道館

★ Ⅰ部  (18:30～19:30)  北方児童館

★ 特別ｺｰｽ  (11：00～12:00)  本部道場

★ Ⅰ部  (17:30～18:30)  本部道場 ・Ⅱ部  (19:30～20:30) 北九州パレス

★ Ⅰ部  (19:00～20:00)  平野市民センター

Ⅰ部  (19:30～20:30)  苅田総合体育館

Ⅰ部  (18:30～19:30)  北方児童館

金曜日

【稽古前の心得】

【練習日時および場所】

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

No２

※祝祭日は稽古はお休みです

★ Ⅰ部  (19:00～20:00)　 水巻町武道館

Ⅰ部  (17:00～18:00)　 スポーツクラブエスタ門司店

★ Ⅰ部  (10:30～11:30)  本部道場 ・Ⅱ部　　(12:00～13:00)　本部道場

退会は、退会月の２２日までに退会届を書面にて提出して下さい。

２２日を過ぎると、退会月は翌月となります。

１ヶ月以上長欠する時は、その前月２２日迄に長欠届を書面にて提出して下さい。

２２日を過ぎると、次月の長欠は受理できません。長欠は月単位で受理致します。

長欠中の月会費は二千円となります。（長欠中も会の行事には参加可能です）

会員が転居等により支部を移籍する場合は、移籍届を書面にて提出して下さい。

保険等　 メディカルサポート制度は、新規入門IKOポータル登録完了日が保険開始日移籍の際、会員登録済みの会員は入会金が免除されます。

月会費は毎月12日にその月の会費が振替えられます月会費が引落せず未納の場合は

下記口座へ毎月18日迄に会員名義にて振込み下さい。

【大分銀行・本店営業部（普通）２２３２３０８・ミムラ マサフミ】

＜移籍＞

＜会費未納＞

＜会員登録制度の退会＞

★本部会員登録関係のお問合せは下記へ　（10:00～17:30 土日,祝祭日休館）

土曜日

日曜日

【注意事項】

＜退会＞

支部を退会後、本部の会員登録も退会する場合は、IKOポータル登録者は

＜長欠＞

インターネットより、ポータルサイトにて退会申請を行って下さい。

支部のみ退会の場合は、会員登録は継続されますのでIKOポータルサイトの

手続きは不要です。

・極真会館本部会員管理部 TEL０３-６４５２－５６６６　ＦＡＸ０３－６４５２－５６６７



本部道場 井堀道場 小倉南道場 八幡道場 水巻道場 苅田道場 エスタ道場

北九州 北方 平野市民 水巻町 総合体育 エスタ

パレス 児童館 センター 武道館 会館 門司

Ⅰ部 柔道場

17:30 第３月曜

～ 休み

18:30

Ⅱ部

19:00 19:00 19:30

～ ～ ～

20:00 20:00 20:30

18:30

～

19:30

月

道場別　稽古時間割

火

水

No３

Ⅰ部 Ⅱ部

17:30 19:30

～ ～

18:30 20:30

剣道場

18:30 19:00 19:30

～ ～ ～

19:30 20:00 20:30

19:00 17:00

～ ～

20:00 18:00

Ⅰ部

10:30

～

11:30

Ⅱ部

12:00

～

13:00

金

土

日

木



＊

届け日： 年 月 日 所属道場名：

氏　名： ㊞ 級： 年齢：

住　所：

電話番号： 携帯番号：

休会する期間：（　　　　　　）月～（　　　　　　）月の（　　　　　　）ヶ月間

【休会の理由】

＊

＊

届け日： 年 月 日 所属道場名：

IKOポータルにログイン後退会申請を行って下さい。（退会には支部と会員管理部の承認が必要です）

退会する時は、退会月の２２日までに退会届を書面にて提出してください。２２日を過ぎると、退会月は翌月となります。

【長欠届（1ヶ月以上）】

休会する時は、その前月２２日迄に休会届を書面にて提出して下さい。

休会は月単位にて受理します。休会中の月会費は二千円となります。

（総本部会員管理部：TEL03-6452-5666・10：00～17：30土日、祝祭日は休館）

【退会届（支部用）】

会員登録制度（IKOポータル）登録者が支部と同時に本部会員を退会する場合は、インターネットサイトより

No４

届け日： 年 月 日 所属道場名：

氏　名： ㊞ 級： 年齢：

会員番号： 住所：

電話番号： 携帯番号：

＊ どちらかに○　（　支部のみ退会　/ 支部と本部会員制度の両方退会　）

【退会の理由】

＊

届け日： 年 月 日 所属道場名：

氏　名： ㊞ 級： 年齢：

住　所：

電話番号： 携帯番号：

移転先住所： 移籍予定支部：

【移籍の理由】

移籍する時は、移籍月の２２日までに移籍届を書面にて提出してください。

【移籍届】



【入会時必要書類】

◇入門誓約書◇預金口座振替依頼書

【入会時必要費用】

◇入会金　　　　　8,000円

◇月会費　

　大人　　　　　　7,000円×２ヶ月分

　高校生以下　　　6,000円×２ヶ月分

◇サポーター類

　男子　　　　　　4,950円

　女子　　　　　　3,300円

（拳サポ：1,100円・脛サポ：2,200円・ファールカップ（男子のみ）：1,650円

◇空手着　　　　　12,000円

◇白帯　　　　　　660円

❖初期費用　合計　

≪入会初期費用・道着適用サイズ≫ No５

❖初期費用　合計　

　大人　　34,660円（サポ込：39,610円・女子サポ込：37,960円）

　小人　　32,660円（サポ込：37,610円・女子サポ込：35,960円）

『道着適用サイズの目安』

００号：サイズ１１０→５歳（幼稚園）目安

０号：サイズ１２０→小学１・２年生目安

１号：サイズ１３０→小学３・４年生目安

２号：サイズ１４０→小学５年生目安

（以降１０センチ刻み）

『ＩＫＯ登録時に必要な費用』

◇本部年会費　　11,000円

※２名以上の家族会員（同一世帯）は何名でも家族で一律　　16,500円

◇メディカルサポート：大人　　3,800円・子供　　2,800円

（４月１日～３月３１日：年額）

※年度途中からの入会でも年額のお支払いとなります。


