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¥5,000
to
¥20,000

dining voucher for introducing
a new member
Campaign period: from January 1, 2016
until further information announced

¥20,000

F&B Voucher if you introduce:
Associate, Diplomatic Associate or
Five-Year Associate member

¥10,000

F&B Voucher if you introduce:
Regular, P/J Associate, Young Associate or
Outside Kanto Associate member

¥5,000

F&B Voucher if you introduce:
Young Regular, Young P/J Associate,
Outside Kanto Regular or Outside Kanto P/J Associate member

THE FOREIGN CORRESPONDENTS’ CLUB OF JAPAN
Yurakucho Denki Building North 20F, 1-7-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006, Japan
www.fccj.or.jp E-mail: front@fccj.or.jp Tel: +81-3-3211-3161 Fax: +81-3-3211-3168
Terms & Conditions of Dining Certificate
1) Certificate may be issued for any new member whose application is received by the FCCJ office
and whose membership is paid-in-full immediately after membership confirmation. 2) Only one
certificate per new member will be issued. In case of multiple claims, reward may be split.
3) Certificate may be redeemed at Pen & Quill Dining Room, Main Bar and Masukomi Sushi Bar
during the campaign period. 4) Certificate cannot be credited to member’s account and is valid for
one use only. 5) Any unused portion of the value is non-refundable. The certificate holder is liable for
any amount consumed in excess of the value of the certificate.
6) Certificate valid for 6 months and is non-transferable.

会
入
新 キャンペーン

¥5,000
から
¥20,000

新入会者をご紹介された会員の方に…
相当のお食事券を進呈 !

キャンペーン期間：2016 年 1 月 1 日より終了時期決定のご案内まで

¥20,000

相当のお食事券を進呈：
アソシエイト会員、外交官アソシエイト会員、
5 年間期間限定アソシエイト会員をご紹介の場合。

¥10,000

相当のお食事券を進呈 :
レギュラー会員、プロフェッショナル・アソシエイト会員、
ヤング･アソシエイト会員、関東県外アソシエイト会員をご紹介の場合。

¥5,000

相当のお食事券を進呈 :
ヤング･レギュラー会員、ヤング･プロフェッショナル・アソシエイト会員、
関東県外レギュラーおよびプロフェッショナル・アソシエイト会員
をご紹介の場合。

公益社団法人日本外国特派員協会

Yurakucho Denki Building North 20F, 1-7-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006, Japan
www.fccj.or.jp E-mail: front@fccj.or.jp Tel: +81-3-3211-3161 Fax: +81-3-3211-3168
食事券に関する規約 :
(1) 新規入会申請者が FCCJ 事務局までご申請されて、新入会者が入会承認レター受領後に諸費用をお
支払いになられた場合に食事券は発行されます。(2) 新規申請者 1 名に対し紹介者は
1 名までとします。新規申請者 1 名に対して複数の紹介者があった場合は、半額ずつにする事を
前提とします。(3) 8 ヶ月のキャンペーン期間中、食事券はペン＆クイルのダイニングルーム、
メインバー、スシバーで償還することが可能です。(4) 食事券相当額は、会員会計に充当出来ません。
食事券ご利用は 1 回限りとします。(5) 食事券相当額未満のご利用の場合、残金相当額は換金出来
ません。食事券相当額を超えたご利用の場合、食事券相当額を超えた金額は請求されます。
(6) 食事券有効期間は、その発行日より 6 か月までとし、他者へ譲渡出来ません。

