
 
 
 
 
 
 

※申込書をご記入後、メール添付文書にて info@forte-science.co.jp までお送りください。 
*Please send this application form to info@forte-science.co.jp as attachment. 

 
 
氏名 Name of applicant (print)           
 
所属団体 Name of institution           
 
所属部署 Department            
 
Gmail アドレス Email            
※YouTube でウェビナービデオを視聴いただくにあたり、Gmail のアカウントでログインいただく必要があります。 
*You’ll need to log in by Gmail account to browse the YouTube video. 
 
電話番号 Telephone number           
 
ご希望のサービスを１つ選択してください。 Please select a preferred service. 

 
□ セルフラーニング self-learning 
□ トータルサポート total support 
 

 
セルフラーニング 

Self-learning 

トータルサポート (※限定オファー：最大 20 名まで) 
total support (*Exclusive Offer: limited to maximum of 20 Total 

Support packages) 

会費 
5,000 円（～2021 年 3 月末ま

で） 
5,000 yen (valid until Mar 2021) 

60,000 円⇒今ならキャンペーンで 45,000 円 
（～2021 年 3 月末まで） 
60,000 yen⇒45,000 Special discount (valid until Mar 2021) 

内容 

・ウェビナー動画へのフリーアクセ

ス 
Free access to all past webinar 
videos 
・スライドのダウンロード 
Webinar slides downloading 
・内容に関する質疑応答（使用言

語：英語のみ） 
Q&A about the webinar contents 

・ウェビナー動画へのフリーアクセス 
Free access to all past webinar videos 
・スライドのダウンロード 
Webinar slides downloading 
・内容に関する質疑応答 
Q&A about the webinar contents 
・無料：ネイティブ校正者へのメール相談（使用言語：英語のみ

/2 時間以内に返信します） 
FREE: “Ask a Writer” by email whenever you need help by a 
native speaker (response within 2 hours) 
・無料：ZOOM を使ったプレゼン練習またはマンツーマン英文

校正（2 時間／年 1 回） 
FREE: Zoom TPR or M/M Rewrite or Consultation (2-hour 
session/year) 

 
              
 
 

FORTE ウェビナー会員 プログラム申込条件の承諾 
The FORTE Webinar Membership Program Terms and Conditions (Part 2) 

 

FORTEウェビナー会員 プログラム申込書 
Application form for the FORTE Webinar Membership Program (Part 1) 



 
1. 私は、『FORTE ウェビナー会員』プログラムを通じて入手したウェビナー動画およびスライドの著作権が（株）フォルテに属する

ことを承諾します。 
I agree that the copyright of the webinar videos and slides obtained through the "Forte Webinar 
Member" program belongs to Forte Co., Ltd. 
 

2. 私は、ウェビナー動画およびスライドの使用目的が自己学習に限定されることを承諾します。 
I agree that the purpose of use is limited to self-learning. 
 

3. 私は、ウェビナー会員を申込むにあたり、フォルテの支払期限および諸条件を遵守することを承諾します。 
I agree to comply with FORTE’s payment dates and conditions. 

 
 

応募資格  
Application requirements 

 
 
申込者は大学または企業に属する研究者であること。  I am currently a researcher in university or corporation. 
 
 
 
 
私は、『FORTE ウェビナー会員』プログラムの申請条件を承諾し、応募資格に偽りがないことを表明いたします。 
申請書類の記載事項に虚偽または誤解を招く情報が発見された場合、プログラム可否の審査中または審査後のいずれにも関わ

らず、適用されたサービスの一部または全部がキャンセルされる可能性があり、キャンセルの結果の如何を問わず、直接的または

間接的に、フォルテに何の損害も与えないことに同意します。 
 
I agree to apply for the FORTE Webinar Membership Program with consent to the terms and conditions and 
application requirements. If the applicant is found to provide false or misleading information, FORTE Inc. 
may, at its discretion, terminate any and all services offered through the Webinar Membership Program at 
any time during the time of application or anytime thereafter. The applicant agrees to hold FORTE Inc. 
unaccountable for any and all damage(s) that may arise, directly or indirectly, as a result of such 
termination. 
 
Note: In situations where differences in language used in this agreement are ambiguous, the Japanese 
version is to be used for all legal interpretation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申請者署名 
Signature of Applicant ____________________________________________ 

 
申請年月日 

Date of Application ____________________________________________ 
 
 
 
 
 

( FORTE Science Communications, 2020) 


