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日本サーバス

日本サーバス会員票（家族会員用）作成の手引き
このページに会員票の記入例を示し、2～3 ページに記入に当たっての「作成の手引き」を示しております。
記入例 日本サーバス会員票 （黄色い事項は例です）

日本サーバス会員票（家族会員用）

2022 年 3 月版

支部長 記入欄： 支部名
会員の種類

20 年 月 日受理

氏名

家族会員 ： 会員と同居している配偶者または子ども
姓 FAMILY NAME in capital

会

氏名（日本語）

富士

容子

Name（ローマ字）

FUJI

Yoko

字）

員
家
族
会
員

名 First name in small

Home phone :

富士

氏名（日本語）

FUJI

Name（ローマ字）

090-5354-0218

Mobile phone：

〒 272-3367

Address(半角英数字)

Email:

三太郎

続柄

Santaro

夫

fuji-santa@gmail.com:

千葉県松戸市霧島町１－２３－７８

1-23-78 Kirishima-cho, Matsudo-shi, Chiba-ken 272-3367

種類
家族トラベラー会員 （LOI を取得するためにトラベラー会員として登録）
以下全て半角英数字で記入ください。
登録名 [名
[姓]
Santaro
FUJI
[[性別 m/f] m
[生年（西暦）]
1978
[職業] Engineer
[話す言語（家族でまとめて）]

Japanese , English, Spanish
[電子メール]

@

[携帯電話番号]
[都道府県名]
[郵便番号]
[自宅住所]

西暦
（西暦）

女

1977

以下は国際サーバス SOL への初期登録依頼票

[自宅電話番号]

[男/女]

Mobile phone:

0921-01-3435
Email
:
Mobile
phone :
Fuji-yoko@yahoo.co.jp

住所（日本語）

生年

fuji-santa@gmail.com
0921-01-3435
090-5354-0218
[最も近い都市名]

CHIBA
Matsudo
272-3367
1-23-78 Kirishima-cho, Matsudo-shi, Chiba-ken

注：詳細な住所を明示したくないなら明示してよい範囲（町まで等）を記入できます。
[興味、趣味]

Cycling,golf,painting
[旅行した国名]

USA, Europe, Canada, Australia, Korea
Belgium (3y)

[長期滞在国（滞在年数）]
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西暦

1978

[男/女]

男

「日本サーバス会員票（家族会員用）の作成手引き」
日本サーバス
この書類はホスト会員と同居している配偶者または子ども【18 才以上）が、トラベラーとして必要な LOI を取
得する際に必要な情報を記入するものです。以下の内容をご一読いただき、1 ページの例を参考に別紙の会
員票（Word 形式）に必要事項をご記入の後、支部長に提出して下さい。

１．SOL について
この会員票の情報を基に国際サーバスのサーバスオンラインシステム(Servas Online: 略称 SOL)をご利
用できるように登録手続きを行います。その後、会員は Web ページから SOL に入り（ログイン）、自分の情報
を追加、更新することができます。そして、必要な LOI の編集を行いその発行を支部長へ申し出ることになり
ます。また、訪問したい国のホスト探しが可能となります。

２．会員票の提出
ご提出は、Word 形式のファイルの会員票（家族会員用）を支部長へ電子メールに添付してお送り下さい。

３．SOL の利用について
SOL の利用方法については「SOL 利用手引」が日本サーバスの Web ページに掲載されています。貴方の
会員票（家族会員用）の情報を SOL に入力後、利用についての詳細をメールでお知らせします。
なお、住所の詳細記述や電話番号その他の個人情報保護の点から会員に公開したくない情報について
は、SOL 内で公開、非公開などの選択ができますのでご安心ください。

４．会員票（家族会員用）記入方法
１ページに会員票の記入例を示し、また、２ページ以降に記入に当たってのガイドラインを示しておりま
す。記入するに当たって、記入欄のカギカッコ[ ]の説明に沿って記入することで会員票は完成しますが、説
明を下記に示します。
最後のページに SOL の情報から出力した会員情報の例を示していますのでご覧ください。

記入に当たっての説明
（１） 日本語は全角、数字は半角でお願いします。可能な人はフォント「MS P ゴシック、10.5pt」でお願いし
ます。スペースが不足の場合には、フォントサイズを小さくしても構いません。
（２） 会員票の最上段の会員の種類について
日本サーバスでは、家族会員はトラベラー会員として LOI を取得できるようにしております。家族会員
は、ホスト会員に準じて活動することができます。
注： サーバスの会員には、ホスト会員とトラベラー会員の二種類があります。
ホスト会員は、国内外の認定されたトラベラー（旅行者）を受け入れる意思をもった個人や家族
で、またサーバス・トラベラー（旅行者）になることができます。このホスト会員には、トラベラー
が宿泊できる"HOST"と、宿泊できないが日中、観光案内などの対応ができる"Day Host
Only"の区別があります。
トラベラー会員は、サーバス・トラベラーとしてのみ認定された個人をいい、国内外の認定され
たトラベラーを受け入れることはできません。家族トラベラー会員は、ホスト会員と同居してい
るのでトラベラーを受け入れることができます。
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（３） SOL に入力する情報（会員票（家族会員）の下半分）について
注： 以下の項目のご記入に当たっては半角英数字でご記入ください。
1 行目
登録名 [名] [姓]
家族会員の場合は Santaro FUJI のように姓については大文字、名は小文字で記入
[性別 m/f] 会員の性別を男性は m、女性は f を記入
[生年] 西暦年
[職業] 職業を記入
2 行目
[話す言語] 例： English, French, Spanish
3 行目
[電子メール] SOL に登録する日頃使う電子メールアドレスを入力
[自宅電話番号]
[携帯電話番号]
4 行目
[都道府県名] TOKYO, OSAKA, KUMAMOTO などと記入
[最も近い都市名] Nerima, Yokohama などと記入
5 行目
[郵便番号] 例： 272-3367 ハイフンを入れて 7 ケタの数字
[自宅住所] 例： 1-23-78 Kirishima-cho, Matsudo-shi, Chiba-ken 272-3367
注：詳細な住所を明示したくないなら SOL の中で他の会員に表示しない選択ができま
す。または、Kirishima-cho, Matsudo-shi, Chiba-ken 272-3367 のように番地を入
れないのも一つの方法です。しかし、海外のほとんどの国々の会員は住所を明示し
ています。

6 行目
[興味、趣味]、[旅行した国名」、[長期滞在国（滞在年数）]、

5．SOL からの情報出力
例（個人情報の一部分をカットしています）
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