
 
 

 

枠内を楷書・活字体でご記入ください。 

メンバーNo.   生年月日  １９    年    月    日

ランク（お持ちの 

最高ランクに○） 
Ｄ Ｍ ・ Ａ Ｉ ・ Ｏ Ｗ ・ Ｍ Ｄ ・ Ｉ Ｄ ・ Ｍ Ｉ ・ Ｃ Ｄ                               

 フリガナ 

氏名  

 

〒       －                          

 

フリガナ 

現住所（自宅） 

 

電話番号             （                ） 

携帯電話番号             （                ） 

Ｅメールアドレス  

 会社名 

電話番号             （                ） 

 

ＰＡＤＩからの通信物の送付先が現住所（自宅）と異なる場合は、下記をご記入ください。 

また、下記住所が勤務先などの場合は、郵便物が必ず到着するように、社名・ショップ名などをご記入ください。 

〒      －                 アパート・マンション名がある方は漏れなくご記入ください。

 

                                                       

郵便物送付先住所 

 

 

 

電話番号             （                ） 

〒      －                 アパート・マンション名がある方は漏れなくご記入ください。

 

請求書送付先住所 

 

 

 

 

この申請書は、送付するだけでメンバーシップが自動的に継続できるということではありません。この申請書に基づいて審査が行われ、承認され

た時点で初めてメンバー継続の許可が出るものです。私は、裏面のＰＡＤＩメンバーシップ同意書とライセンス同意書に記載されていることを熟

知し、完全に同意致します。また、私は、ここに私が記入した情報は全て真実であり、私の知る限りにおいては、正確であることを誓い、同時に

ＰＡＤＩにおける私のメンバーシップのこれらの登録はＰＡＤＩ審査委員会の承認により行われなければならないことを理解していることを誓い

ます。 

 

署名：                                         ２０    年    月    日 

ＰＡＤＩ Ｎｏ．                            



PADI Worldwide社（米国カリフォルニア州の法人組織）は、PADI Americas, inc.（カリフォルニア
州の法人組織）（以下PADIと総称）、Diving Science and Technology社（カリフォルニア州の法人
組織、以下DSAT）、Emergency First Response社（カリフォルニア州の法人組織、以下EFR、その商
標の使用は資格更新済みのEFRインストラクターでEFRプログラムを教えているPADIリテイル＆リ
ゾートアソシエーション（以下PRRA）メンバーへ提供される）、およびProject AWARE Foundation
（カリフォルニア州の非営利財団、以下PAF）が所有する各種商標を使用しサブライセンスする権
利ならびに権限を有します。PADIの商標には、Professional Association of Diving Instructorsの
文字マーク、PADIの文字マーク、地球とダイバーを表したシンボルマーク、アンダーシー・ジャーナ
ルのマーク、その他スペシャルティや認定のマークなどが含まれますが、それだけに限定されませ
ん。DSATの商標には、DSATの文字マークが含まれますが、それにだけに限定されません。EFRの
商標には、EFRの文字マークとEFRのシンボルマーク（四角形の中に心臓のイラストと脈を表す線
が描かれ、その下にEmergency First Responseの文字）が含まれますが、それだけに限定されま
せん。PAFの商標には、Project AWAREの文字マークとProject AWAREのシンボルマーク（ダイバ
ーと魚が描かれ、その下にProject AWAREの文字）が含まれますが、それだけに限定されません。
本ライセンス同意書の目的上、これ以降において、これらの各種商標を登録商標と総称します。

PADIは上記の登録商標を使用することにより、PADIおよびPADI関連のサービス、認定、サポート
プログラム、製品の出所を明示し、それによって一般大衆を保護し、PADIの個人メンバー、PRRAメ
ンバー、生徒、その他PADIに関連する人々が、最高の質のサービスと製品を受けられるようにして
います。PADIメンバーがそれぞれ提供しているPADIの各種サービス、認定、サポートプログラム、
製品の出所を、PADIメンバー自身が広告、プロモーション、明示できるようにするために、上記登録
商標を指定通りに印刷してプロモーション資料でのみ使用する、フィルムやビデオ形式で使用する
、ソフトウェア、フロッピーディスクやハードドライブまたはCD-ROMなどの固定媒体、またはインタ
ーネットやワールドワイドウェブのサイトを含むがそれらに限定されないインタラクティブデジタル
または放送メディアや手段で使用するライセンスを、これによりPADIメンバーに授与します。上記
条件の例外として、ライセンスを受けたPADIリージョナル・ヘッドクォーターズからの文書による具
体的な認可があれば、PRRAメンバーはダイバーと地球を表したPADIの登録商標を、スタッフ用の
シャツに数量限定で使用してもよいものとします。そのようなシャツは、いかなる方法でも再販して
はならないものであり、プリントを製作するにあたっては、毎回それぞれ文書による認可を受けな
ければならないものとします。

本ライセンスは、マニュアル、書籍、解説書、衣類（上記を除く）、製品、その他の資料など、それが
PADI、DSAT、EFR、またはPAFによって製造、販売、配付、または他者へライセンスされたものかどう
かにかかわりなく、そういった印刷資料の提供を約束するものではありません。

PADI Worldwide社が提供する本ライセンスは、（1）印刷された広告およびプロモーション資料（
新聞雑誌広告、電話帳広告、ビラ、看板、上記の通りスタッフのシャツを除く）；（2）フィルムおよび

ビデオ形式のプロモーション資料（テレビコマーシャル、スライドショー、プロモーションビデオ）；（
3）ソフトウェア、フロッピーディスクやハードドライブまたはCD-ROMなどの固定媒体、またはイン
ターネットやワールドワイドウェブのサイトを含むがそれらに限定されないインタラクティブデジタ
ルまたは放送メディアや手段に関してのみ許諾されるものであり、そういった使用に関しては、
PADIが随時発行する最新のガイドラインに従うものとし、上記いずれも再販用の物品や製品での
使用を含んではならないものとします。

PADI、DSAT、EFR、またはPAFの社名、商用名、または登録商標のいずれも、インターネットのドメイ
ン名またはE メールアドレスで使用することはできません。

上記ライセンスは広告およびプロモーションを目的としたものであり、あらゆる点において、PADI、
DSAT、EFR、PAFの登録商標のフォーマット、特徴、全体的外観、字体、背景、大きさの比率を正確に
守らなければならないものとします。いかなる場合でも、登録商標を他のマーク、シンボル、言葉と
組み合わせたり、PADI、DSAT、EFR、PAFがそれぞれ実際に使用している以外のフォーマットや外
観を用いたりしてはなりません。登録商標は完全な形で使用し、切り取って使用する、あるいは部
分的に使用することは認められません。本ライセンスは個々のメンバーとの個人的な契約であり、
譲渡不能で不可分のものとし、いかなる方法であっても、第三者にサブライセンスできるものでは
ありません。PADI、DSAT、EFR、またはPAFの社名、商用名、または登録商標のいずれも、他の商標
または商用名に組み込むことはできません。

上記条項にかかわらず、PADIならびにライセンスを受けたPADIリージョナル・ヘッドクォーターズ
は、作成されたプロモーション資料を不認可とする独占的権利を有し、本ライセンス同意書の基準
に適合するか否かについて、独断的に判断する権利を有しています。このため、権限を授与された
正式なPADIスタッフから、登録商標の扱い方についての提案または要請があった場合は、早急に
これに従い、上記登録商標に不利益となる可能性のある間違い、欺瞞、希釈などの問題の発生を
防止しなければなりません。

上記ライセンスにかかわらず、PADI、DSAT、EFR、またはPAFは、個別および協同的に、登録商標ま
たは類似のマーク、派生物、類似物、商用名、みだりに加工した文字列またはデザインを現在使用
している、または使用すると予想される個人、企業、組織に対し、登録商標を守るために必要な訴
訟またはその他の法的処置をとる権利を有します。

本ライセンスは、メンバーシップの有効期間内に限定されるものであり、PADI Worldwide社とのメ
ンバーシップが終了した時点で直ちに終了するものとします。
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私は、PADI関連プログラムを実施するに当たって、私の現在の資格範囲において、PADI、DSAT
およびEFRインストラクター・マニュアルに記載されている規準と手続き、またPADIコース・ディ
レクター・マニュアルおよびEFRインストラクター・トレーナー・マニュアルが該当する場合には
それに記載されている規準と手続きを熟知しており、それを遵守するともに、トレーニング・ブル
ティンおよびその他の最新版で発表された規準変更を厳守します。私はまた、PADIメンバーと
名乗るときには、それらの規準から逸脱しません。

私は、PADI関連プログラムの全教材を熟知しており、それらの教材に対して行なわれた改訂内
容や新教材の導入についても把握しております。
私は、スクーバダイビングが人の健康や生命に重大な影響を与え得るという事実を認識してい
ます。私は、PADI関連プログラムにおいて定められているすべての前条件および達成条件を満
たせなかった生徒については、認定またはコース修了登録をしないことに同意します。

私は、競争的、政略的または金銭的理由からなされたものであるとQM委員会が判断した規準
違反の虚偽報告は、QA措置の対象になることを了解し、それに同意します。

私は、QA報告書がPADIへ提出されることがあることを認識しています。私はさらに、報告された
いかなる苦情に対しても、PADI QA手順を通して異議を唱える権利が自分にあることを認識し
ています。私は、そうした苦情に関してPADI QM委員会が下した決定は、すべて拘束力を有する
ものであることを了解し、それに同意します。

私は、インストラクター・レベルの再トレーニングを受けるようPADI QM委員会から要請された
PADIメンバーに関し、PADIがその情報を他認定団体に通知する場合があることを了解し、それ
に同意します。私はまた、PADIメンバーとしての私自身の行動に関して、現在進行中または未解
決のQA調査が存在する場合、PADIがその情報を他認定団体に通知する場合があることを了
解し、それに同意します。私はさらに、資格停止および追放処分を受けたメンバーの氏名がアン
ダーシー・ジャーナルやPJレポートなどの刊行物およびPADIのウェブサイトなどに公表される
ことを了解します。

私は、PADI関連プログラムの認定用書式または参加登録用書式（PIC、申請書または登録カー
ド／名簿）をPADIへ提出するに当たって、生徒／参加者の郵送先住所を含めて、生徒／参加者
に関して事実通りの正確な連絡先情報をPADIへ提供することに同意します。私は、PADI、DSAT
またはプロジェクトAWAREプログラムに関してのこういった情報は、PADIおよび情報を提出し
たメンバー両者にとっての共有財産となるものであり、EFRに関してのこういった情報は、EFR、
PADIおよび情報を提出したメンバーにとっての共有財産となるものであることを了解し、それ
に同意します。

私は、ダイビングおよびダイビング指導は身体的にハードな活動であり、ダイビングの指導およ
び監督活動に従事するのに必要とされる健康状態を維持することは、私自身の責任であること
を了解しています。私はまた、自分の身体的コンディションまたは健康状態が変わり、ダイビング
指導および監督に必要な身体的条件を満たせなくなった場合は、再びその条件を満たせるよ
うになるまでまた必要であれば正式な免許を有する医師によるダイビング健康診断を受けてそ
の承認を得るまで指導および監督活動を停止することを了解しています。

私は、PADIに保管されている生徒認定記録によって確定される通り、生徒のトレーニングに関
わるすべてのメンバー（個人、ダイブセンターおよびリゾート）は、そのトレーニングの実施中、
PADI、DSATおよび／またはEFR規準を遵守する責任を負うべきであることを了解し、それに同
意します。トレーニング＆クオリティ・マネージメント部は、規準と手続きにおける違反の可能性
を指摘する報告書または情報を受理した場合、それに関わっているすべてのメンバーにその旨
を連絡します。

私は、PADIまたはその系列関連会社との取引における金銭的無責任は、メンバーシップの停止
または取り消しの理由になることを了解し、それに同意します。

私は、PADIまたはその系列関連会社の信用を傷つけたり、PADIまたはその系列関連会社に責
任が生じるような行動をとったりしません。PADIは、私の行動が本条項の意図を犯しているか
否かを決定する独占的な権利を有しています。

私は、PADIメンバーとしての私の活動に関連していて、私自身または他人に被害を及ぼした可
能性があることを知り得た事故に関し、PADI事故報告書をPADIへ提出します。

私は、本同意書の条件が2006年1月1日以降、私がPADIメンバーである期間にわたって有効で
あり、拘束力を有することを了解し、それに同意します。PADIが本同意書に変更を加えた場合に
は、私は次期更新の前に、文書で変更内容に関する通知を受けるものであります。

私は、本同意書がPADIと私との間に代理店関係を形成するものではないことを了解し、それに
同意します。本メンバーシップ同意書に規定されている場合を除いて、PADIは私の日常業務お
よび活動を管理、またはそれに関与する立場にいるものではなく、それに対する責任を負うも
のではありません。

私は、PADIメンバーシップは、その受理および継続がPADIにとって最善の利益であるかどうか
などを含めたいくつかの基準をPADIが一方的に判断することに基づくPADIの独断的裁量で授
与されるものであることを了解し、それに同意します。最低限の条件を満たすだけでは、メンバ
ーシップは保証されません。PADIメンバーシップはどのレベルのものであっても、PADIの独断
的裁量においてPADIによりいつでも取り消されることを理解し、同意します。

私は、自主的にその資格を放棄する場合、また理由のいかんを問わず本契約の終了、PADI QM
委員会の決定による資格の停止、または剥奪が生じた場合には、資格終了の効力が生じると同
時に、PADIインストラクター、アシスタントインストラクター、ダイブマスターその他の表示を一
切使用することができないということを理解しています。また、私は、PADIが交付したCカード、
認定証書その他の文書及び私が作成した文書・物品でその資格表示を付したすべてのものの
所有権をPADIに移譲し、PADIから要求があった場合にはPADIに引き渡さなければならないと
いうことを了解しています。また、PADI及びその代理人は、私のショップ・住居において、上記の
文書・物品の所在を調査する権利を有することを理解しています。

私は、PADI QM委員会の調査に基づき資格停止及び追放処分を受けた場合、前記6に記述さ
れている公表がなされる前後を問わず、私が所属しているPADIダイブセンター（その他PADIの
ダイビングサービスを提供する同等の施設を含む）または帰属しようとしているPADIダイブセ
ンターに対し、PADIがその処分の結果及び理由（QM委員会が調査した資料を含む）を開示す
ることができるということを了解しています。ただし、この開示に当たって、PADIは、そのPADIダ
イブセンターが提供された情報を他に漏洩しない旨を確認するものとします。

私は、私の関係するPADIダイブセンターがその資格を停止されるケースが発生し、その原因に
ついて私が経営者（オーナー、連帯保証人、代表取締役又は常勤役員）として関与し、又は私の
管理に欠ける点があり、且つ私がティーチング・ステイタスを保有することによってダイブセン
ターの資格停止の効果を減少させてしまう場合には、私自身がアドミニストレイティブホールド
ステイタスにさせられることが有りうることを理解しております。

私は、PADIアジア・パシフィック・ジャパンが策定し公表しているプライバシーポリシーに則り、
私の個人情報を第三者に開示することに同意します。

私は、メンバーシップが、PADIアジア・パシフィック・ジャパンにおける更新料およびその他諸手
続き費用を登録口座から自動更新システムによって振替えられることをもって更新されること
を了解し、更新されたことをもって常時改定される最新のメンバーシップ同意書及びライセンス
同意書に同意したことになることも理解しています。また、更新を希望しない場合には、所定の
届け出をすることがあることを同意します。

私は、購入した商品、資格申請料は毎月25日に締めた請求書の金額を、登録口座より翌月27日
（金融機関休業日の場合は、翌営業日）に引き落としにて支払うことを理解しています。

私は、登録口座からの引き落としが不能であった場合、引落不能通知に記載されている支払期
日までに売買代金の支払いが無い場合は、メンバー資格がアドミニストレイティブ・ホールド・
ステータス（事務手続き上の保留）になると共に支払日の翌日から支払いに至る迄、年率10％
の遅延損害金を併せて支払うことに同意します。

PADI アジア・パシフィック・ジャパンの管轄する PADI メンバーが、契約が満了すること、
契約が途中に解除・解約されること、あるいはその他いかなる事由であってもメンバー
シップを喪失することが生じたにもかかわらず、なお PADI の登録商標を使用し続けた場
合には、PADI Worldwide 社及びその子会社である PADI アジア・パシフィック・ジャパ
ンは、それぞれ連帯債権者として、当該 PADI メンバーに対して、損害賠償金の請求に加
えて、違約金 1月当たり 20万円の支払いを請求することができるものとします。

PADIメンバーシップ同意書
以下の「メンバーシップ同意書」及び「ライセンス同意書」をよく読み、内容についてご了解いただき、ご同意ください。

PADIメンバーシップは、資格を満たす個人に対してPADI Worldwide社により授与されるものです。
メンバー各位の現在のランクに応じて、PADIダイバー教育コースのみならず、PADI Worldwide社
および、PADI Worldwide社に認可されたPADIリージョナル・ヘッドクォーターズを含む
PADIAmericas,inc.以下、PADIと総称）、ならびにDiving Science and Technology社（DSAT）、
EmergencyFirstResponse社(EFR）、およびProject AWARE Foundation（PAF）を含む系列関連会
社が提供する各種コースおよびプログラムを提供し広告できるなど、一連のプログラムとサービス
を提供します。読みやすく明確にするために、この文書では、PADI、DSAT、EFRまたはPAFが提供す
るプログラムを“PADI関連プログラム”と表記します。
PADIメンバーシップおよびメンバーシップ更新を受けるには、この同意書を読んで署名しなければ
なりません。PADIでは、以下の条件に基づいて、メンバーシップの授与または更新を考慮します：

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

2015年9月改訂
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