
◆引落日　銀行・郵便局ともに2021年1月12日（火）　　◆年会費　￥4,000＋税／￥3,000＋税（DM発送不要の方）　　
◆通帳印字　カイヒヴオーグ
◆休会・退会届およびDM発送不要の申請：提出（申請）期限：2020年12月15日（火）必着

2021年度（2021年2月1日～2022年1月31日）の年会費につきましては、下記の要領に
て引落しさせていただきます。

会員制会員の方

2021年度（2021年2月1日～2022年1月31日）の年会費 ￥2,500＋税／￥2,000＋税
（DM発送不要の方）につきましては、会員継続のご案内とともに年会費の払込み用紙を
12月中旬にお送りいたします。お手元に届きましたらお手続きをお願いいたします。

通販会員：KAP会員、生徒会員の方

日本キルンアート協会からのDM発送が不要な方は下記の申請書にてFAXまたは郵送・メー
ルにてご申請ください。従来どおりDM発送を希望される方はご申請の必要はございません。

ご申請締切：2020年11月30日（月）必着

●FAXの場合

● 郵 送の場 合

●メールの場合

：

：

：

送信FAX番号 会員制会員の方 0120-921-087
 通販有料会員の方 0120-923-147
〒164-8705　東京都中野区弥生町 5-6-11 ヴォーグビル３F ㈱日本ヴォーグ社
 カスタマーセンター キルンアート DM係
inquiry@kilnart.jp　 
表題を「日本キルンアート協会 DM発送不要申請」として、会員番号・氏名・DM不要申請の
旨を明記してお送りください。

私は日本キルンアート協会のWEB会員を申請します。
2021年度のDMの発送は不要です。

日本キルンアート協会 カスタマーセンター行

日本キルンアート協会 DM発送不要 申請書
記入日　2020年　　月　　　日

◆会員番号： ◆氏名

〈 キ リ ト リ 線 〉

会員の皆さまへの新サービス
および年会費改定に関するご案内

日本キルンアート協会 会員の皆さま
JAPAN KILN ART ASSOCIATION INFORMATION

重 要
※必ずご確認
　ください

◆DM封入物のWEB閲覧サービス

会員の皆さまへの新たなサービスについて
【日本キルンアート協会会員の皆さま対象】

◆翌日発送サービス　◆即日発送サービス　◆発送手数料おまとめサービス
【ポーセラーツ、白磁ペイント、ガラスフュージング、資格認定者（以下、会員制会員）の皆さま対象】

◆来年2021年度より年会費を改定させていただきます。

日本キルンアート協会 年会費の改定について

◆2021年度（2021年2月1日～2022年1月31日）の年会費に関する要領をご案内いたします。

2021年度　年会費の引落・払込みについて

◆会員の皆さまがDM発送の必要・不要をお選びいただけるようになります。
◆DM発送が不要のご申請をいただいた方は、年会費の優遇がございます。

日本キルンアート協会からのDM発送について

日本キルンアート協会では、会員の皆さまへのより良いサービス提供を目指し、新たなサービスの運
用を開始いたします。また、環境への配慮の観点から皆さまへのご案内についてWEBなどを利用し
たデジタル化・ペーパーレス化を推進してまいります。
2021年度からの会員の皆さまの各登録資格における新サービスおよび年会費の改定について
ご案内させていただきます。

2020年9月
日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会

2021年度　年会費の引落・払込みについて

DM発送不要をご希望の方

2020年
9月から

2021年
3月から



カタログのWEB閲覧に加えて、日本キルンアート協会からの全てのDM封入物（印
刷物）をWEBサイト「KilnArt」にて閲覧できるようになります。DMを紛失してしまっ
たときや外出先からご案内内容を確認するときなどに便利にご利用いただけます。
※2020年9月発送のDMより封入物をWEBページにて閲覧できます。
※各カタログについては、従来どおりWEBカタログが閲覧できます。

※DM発送不要のご申請のない場合は、従来どおりDMを発送させていただきます。
※DM発送の必要・不要については、年度ごとに変更ができます。
※従来の会員特典である会員割引、売上割戻金などは変更なく引き続き適用されます。

※「DM封入物のWEB閲覧ページ」はどなたでも閲覧できます。
※通販一般会員の方につきましては、2021年度以降のDM発送はいたしません。「DM封入物のWEB閲覧ページ」をご確認ください。

2021年度（2021年2月1日～2022年1月31日）より、年会費を下記のとおり改定させていただ
きます。各登録資格およびDM発送の要・不要により年会費が異なります。

日本キルンアート協会からのDMについて、DM封入物（印刷物）をWEBで閲覧できるようになります。
それに伴い、会員の皆さまがDM発送の必要・不要をお選びいただけるようになります。

今後もご注文日の翌 日々の出荷が基本となりますが、ご希望のご連絡により、ご注文日の翌日の出荷ができるようになります。

※本サービスは、会員制会員の方のみご利用いただける有料
サービスです。

※注文書またはメールにて本サービスのご利用希望をご連絡
いただいた場合に適用いたします。

※本サービスのご利用希望は、発送前の指定の時間までにご
連絡いただく必要があります。

日本キルンアート協会会員の皆さま対象

会員制会員の皆さま対象

即日発送サービス・発送手数料おまとめサービスについて

2020年9月からの新サービス

2021年3月からの新サービス

会員の皆さまのお声やご要望にお応えし、下記の新サービスをご提供いたします。

◆DM封入物のWEB閲覧サービスDMの内容を
確認したい。

◆翌日発送サービス無料でご利用
いただけます。

急いで商品（教材）を取り寄せたい。

ご注文受付当日の即日発送をいたします。
※配送料（発送手数料）＋即日発送手数料￥300＋税が掛かり
ます。

追加の注文やご注文を忘れてしまった。

2件以上に分かれてしまったご注文の配送料（発送手数料）を
1件分にまとめてお届けいたします。
※配送料（発送手数料）1件分＋おまとめ発送手数料￥300＋
税が掛かります。

※限定カタログ商品の出荷時期など本サービスをご利用いた
だけない期間がございます。

※詳細につきましては2021年2月中旬～3月上旬に発送のDM
にてご案内いたします。

◆DM発送不要のご申請をいただいた方につきましては、年会費￥1,000+税の優遇がございます。

◆DM発送不要をご希望の方は裏面の「DM発送不要申請書」にて2020年11月30日（月）まで
にご申請ください。2021年度のDMの発送はいたしません。

https://www.kilnart.jp/日本キルンアート協会
公式WEBサイト

◆即日発送サービス 有料 ◆発送手数料おまとめサービス 有料

日本キルンアート協会 年会費の改定について

日本キルンアート協会からのDM発送について会員の皆さまへの新たなサービスについて

日本キルンアート協会
登録資格

2021年度以降
年会費

なし（※要申請）

DM発送

あり

あり

なし

￥4,000＋税

￥2,500＋税

￥2,000＋税

なし

￥3,000＋税

【会員制会員の方】
・ポーセラーツ倶楽部会員
・白磁ペイント会員
・資格認定者
・ガラスフュージング倶楽部会員

【通販有料会員の方】
・KAP会員
・生徒会員

【通販一般会員の方】

なし（※要申請）
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