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クレジットカード払いによるクラブ年会費支払い自動更新の導入について 

 

日頃からクラブ活動へのご参加、ご協力ありがとうございます。これまで銀行振込みの自動引き落としに加えて、

先日実施したアンケートでもご要望のあった、クレジットカード払いによるクラブ年会費支払い自動更新ができる

ようになりましたので、ご案内します。 

 

1. 導入の背景 

i. クレジットカード払いを希望される方は、１回払いしか選択できず、継続してお支払いいただくには、毎

年ご自身で手続きをしていただく必要がある。 

ii. 特に海外在住の方の場合、銀行口座自動振り替えの手続きを日本と海外との間で申込書の送付等が必

要になるなど、手間と時間がかかる。 

iii. 現在クラブが使用している Web プラットフォームが日本向けにもクレジットカード自動更新の対応が可

能になった。 

 

2. クラブメンバーシップ（有料会員）の体系 
 

Gold Benjamin 

Franklin 

Supporting 

支払方法 銀行振込 クレジット 

カード 

銀行口座引落 銀行振込 クレジット 

カード 

タイミング 1 回払い 自動更新

(new) 

又は 

1 回払い 

自動更新 1 回払い 自動更新

(new) 

又は 

1 回払い 

金額 50,000 円/年 6,000 円/

年  

6,000 円/年 
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Gold Benjamin 

Franklin 

Supporting 

自動更新 1 回払い 

Benefits 

１回分イベント無料 
 

名簿（隔年） 名簿（隔年） 

(要申込 Opt-in) 

 

M3 Patient Support Program (要申込 Opt-in)  

WCJ HP Member Only page 閲覧 
 

指定のイベント参加費を千円安 
 

 

FAQ 

 

＜全般＞ 

0. 申込み資格を教えてください。 

 原則 Wharton MBA(WG), Doctorate(GRW), Undergraduate(W), Advanced 

Management Program(WAM)、Evening School (WEV)の卒業生を対象としておりま

す。1 年だけ在籍された方や、Keio Business School(KBS)の交換留学生や、PENN の他学

部の卒業生も希望があれば受け付けております。 

1. 会費の使用目的を教えてください。 

 2 年に一回の名簿作成費用、イベント時の会場費の他、MBA 合格者の祝賀パーティなどに使用し

ております。それ以外に例えば学校に寄付する場合は、総会で賛否を確認して行っています。会員

の皆様には年に一度の総会で活動報告、会計報告を行っております。 

2. ビデオマニュアルはありますか？ 

 Youtube で WCJ オンボーディングマニュアルを作りましたのでご参照ください。 

https://youtu.be/QcaL2D8NrFA 

3. 現在の自分の会員ステータスを確認したいのですが？ 

 WCJ HP にログインしたのち、Edit Settings (右上)をクリックし、Your Settings の下にある

をクリックすると会員ステータスが出てきます。 

 Youtube でビデオマニュアル（2 分半）を作りましたのでご参照ください。 

https://youtu.be/QcaL2D8NrFA
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 https://youtu.be/IrBYSc2_eCs 

 尚、現在 Supporting member 等の方は、クレジットカード自動更新を選ぶことはできません。

Supporting Member 等の有効期間が終了後、新たにお申込みいただく必要があります。 

 

＜Benjamin Franklin Member（自動振替会員）について＞ 

1. いつから会員になれますか？また、申込時期は決まっていますか？ 

 必要事項を記入・捺印された申込書が東京連絡事務所に届いて確認した時点で会員となれます。

支払時期にかかわらず、いつでも申込可能です。 

2. 引落のタイミングはいつですか？また、引落の前に連絡は来るのでしょうか？ 

 2021 年は、７月 27 日に引き落としさせていただきましたが、今後も 6-7 月頃にさせていただ

く予定です。引落日の約 2－３週間前に登録されたメールアドレスに引落が当月ある旨ご連絡差し

上げます。 

 

3. 海外に住んでいますが、申込は可能ですか？ 

 日本の銀行の口座が日本にあれば申込可能です。ただし、郵送の手間がかかるので、クレジットカ

ードの自動更新にしていただいても結構です。 

 

4. 海外転勤等で途中でやめることはできますか？ 

 できます。遅くとも引落し予定日の２か月前までにご連絡いただければ手続きさせていただきま

す。時期が直前ですと、その年は引落されますので、ご了承ください。ご希望の方は東京連絡事務

所(wharton.club.japan@gmail.com)までご連絡ください。 

 

5. 現在ベンジャミンフランクリンで銀行口座自動引き落としにしていますが、クレジットカードの自動更新

に変更できますか？ 

 すでに銀行口座自動引落にされている方は原則変更不可となります。クレジットカードの自動更新

への変更は、海外への転勤等で国内の銀行口座を閉鎖する必要がある場合など、やむを得ない事

情への対応に限定させていただきたく、ご理解いただければ幸いです。 

 

< Supporting Member / Gold Member について＞ 

1. 支払方法を教えてください。 

 2 つ方法があります。一つはホームページから Purchase Now をクリックして、クレジットカード

で支払う方法と、クラブの銀行口座に直接振り込みいただく方法です。銀行口座の振込は単年ごと

にお支払いいただく必要がありますが、クレジットカードは自動更新ができますので、一度お申込

みいただければ毎年手続きしていただく必要はありません。 

  

https://youtu.be/IrBYSc2_eCs


3 
 

ホームページ 

https://www.wharton.jp/become_a_member 

銀行振込先 

三井住友銀行 本店営業部 普通口座 8835235 ウォートンクラブ オブ ジャパン 

2. いつまで会員資格がありますか？ 

 1 回払い（単年）の場合は、支払い日からそれぞれ１年間とする。（Support メンバーは従来は加入

月にかかわらずすべて１２月３１日で資格がなくなっていましたが、2019 年から支払日から１年に

変更しております） 

 クレジットカードで自動更新の方は、毎年自動更新されますので、期限はありません。 

3. クレジットカードの自動更新を選択した場合、次年度以降の支払いタイミングはいつになりますか？ 

 次年度以降の支払いタイミングはある時期に一斉にチャージするのではなく、初年度クレジットカ

ーでお支払いいただいた月の 1 年後となります。 

4. クレジットカードで自動更新ではなく、単年（1 回払い）は選べますか？ 

 Or purchase one time を選べば、1 回払いとなります。 

5. クレジットカードの自動更新を選択した後、解約することはできますか？また手続きはどうすればよい

でしょうか？ 

 解約は可能です。ただしご自身ではできないので、事務局に連絡ください。 

wharton.club.japan@gmail.com 

6. クレジットカードの自動更新にした場合、名簿はどのようにして入手できますか？ 

 お申込み完了した際に、確認のメールをお送りますので、そこに名簿を申込みするフォームを添付

しますので、必要事項（現住所等）を記入いただければ事務局で後日郵送させていただきます。 

7. 現在ベンジャミンフランクリンで銀行口座自動引き落としにしていますが、クレジットカードの自動更新

に変更できますか？ 

 すでに銀行口座自動引落にされている方は原則変更不可となります。クレジットカードの自動更新

への変更は、海外への転勤等で国内の銀行口座を閉鎖する必要がある場合など、やむを得ない事

情への対応に限定させていただきたく、ご理解いただければ幸いです。 

 

＜Recent Graduate Member について＞ 

1. いつからメンバーになれますか？ 

 毎年 6 月頃基本的に事務局側で卒業後日本に戻られたと思われる方をメンバー設定しております

ので、特に手続きは不要です。Member Only page を見られなければ事務局まで連絡くださ

い。 

2. いつまで会員資格がありますか？ 

 1 年間の期限で設定しております。期限が近づいたらベンジャミン・フランクリンメンバーへ移行さ

れることをお勧めします。 

https://www.wharton.jp/become_a_member
mailto:wharton.club.japan@gmail.com
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＜メンバーベネフィットについて＞ 

1. M3 Patient Program はメンバーに自動的に付与されるのでしょうか？ 

 別途手続きが必要です。登録時には生年月日等の情報が必要になります。ご希望の方は事務局に

ご連絡ください。 

2. WCJ HP Member Only page はどんなものが見れますか？ 

 「WCJ のニュースレター」のバックナンバー、「ウォートンに聞け！」のバックナンバーに加え、２０２１

年から WCJ Video Channel として、過去の Webinar や総会のビデオも見ることができま

す。 

3. PennKey がなくてもメンバーベネフィットを受けることできますか？ 

できます。PennKey がなくても、メールアドレスを登録してログインすることができます。そのアカウ

ント情報をこちらでメンバー設定しますので少しタイムラグはありますが、設定できます。登録の仕方は

ビデオマニュアルをご参照ください。https://youtu.be/QcaL2D8NrFA 

  

 

https://youtu.be/QcaL2D8NrFA

