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パワードパイロットメンバーシップ 

POWERED PILOT MEMBERSHIP 
 

（JPMA会員登録案内） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録の目的 

  パワードパラグライダー/パワードハンググライダーを操縦する人々がその飛行に伴う責任を自覚し、正しい知識・技術の

向上を目差し、飛行の安全と航空スポーツの健全な発展を図ることを目的としています。また、会員登録には第三者賠

償責任保険/障害保険（スポーツ安全保険）が付保されています。 

 

 

 

日本パラモーター協会（JPMA）は、パワードハンググライダー・パラモーターに関する普及活動を通じ、航空

思想の健全な発展と航空スポーツの向上を図り、我が国の航空全般の発展に貢献することを目的として設立されまし

た。        

国際航空連盟(FAI)の正会員である(一財)日本航空協会により認定された、国内唯一のパワードハンググライダー・パ

ラモーター愛好者の統括団体です。 
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JPMA会員登録について                                             

 

【登録の手続き】 

1. 会員登録申請はスポーツ安全保険のしおり（当該年度）等、説明書類をよく読んでから登録手続きを行って下さい。 

2. POWERED PILOT MEMBERSHIP 登録料は次の通りです。（R3/10 月より変更） 

1年登録/￥10,000-  3年登録/￥24,000- 

3. POWERED PILOT MEMBERSHIP 登録は年度登録制です。（4 月 1 日から 3 月 31 日まで） 

4. 新規登録に限定し、最初の１回目の会費は特例措置(加入時期による会費割引)が適用されます。 

5. R4 年度からスポーツ安全保険に CW/BW 区分が新設。こちらに加入希望の方は、別途該当金額のお支払いが必要。 

6. ＰＨＧ活動者においては保険適用の都合上、スポーツ安全保険はＤ区分となり、保険料が異なります。保険料金として

￥11000/１年の年数分が別途必要です。 該当者は必ず事務局までお申し出ください。 

7. JPMA 会員登録のご案内を熟読し、登録申込用紙に必要事項を記入、JPMA 事務局まで送付のうえ登録申請料金を下

記郵便振替口座にて送金して下さい。 

 

■ＪＰＭＡ会員登録【特例措置-新規登録 会費割引制度】 

（対象：2011 年 4 月 1 日以降の新規会員登録者 初回 1 度のみ特例料金の適用。2021/10/1 分より一部改定） 

日本パラモーター協会(ＪＰＭＡ)の会員登録は 4/1 から 3/31 までの年度登録制です。新規登録においては、登録

手続きの最初の１回に限定した特例措置（会費割引）が以下のように適用されます。 

※加入時期による割引額にご注意下さい。 また更新登録は、この特例措置料金は適用されません。 

【新規登録-特例措置の考えかた】                   会員登録日/送金日/特例料金（会費割引額）の関係 

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

            ★ 

登録日 特例① 4/1～9/30 特例② 10/1～3/31 

登録料 1 年登録 ￥10,000-  3 年登録￥24,000- 1 年登録 ￥8,000-  3 年登録￥22,000- 

送金日 2/26～9/25 までの送金 9/26～2/25 までの送金  

  

 

 

  

ＪＰＭＡ会員登録の費用は 1 年登録￥10,000－/3 年

登録￥24,000-ですが、いずれも 3/31 の年度末で保険も

会員登録も有効が失効するため、新規登録の場合は加入

時期によって実質 12 カ月（×加入年数）登録されないケー

スがあります。そこで、1 年間を 2 分割し、会費の割引制度を

設けています。これが【特例措置】です。新規会員登録者の

初回 1 度だけに適用されます。1 人に 1 度だけの措置です。

 登録時期（送金日時） 期間 会 費 

1. 
4 月 1 日～9 月 30 日 

（2/26～9/25 迄の送金） 

１年 ￥10,000 

３年 ￥24,000 

2. 
10 月 1 日～3 月 31 日 

（9/26～2/25 迄の送金） 

１年 ￥8,000 

３年 ￥22,000 

【郵便振替口座】この口座で全てのＪＰＭＡ宛送金を受付します。郵便局備付の用紙でも送金ができます。 

口座名義：日本パラモーター協会 口座番号：００１１０－０－４０６００１ 

【他金融機関からの振込用口座番号】 

〇一九（ゼロイチキュウ）店(０１９)    当座：０４０６００１ 受取人名：ニホンパラモーターキョウカイ 

 

例：12/1 から登録を開始したい場合、特例措置②が適用されます。その場合、会費は 1 年-￥8,000-/3 年￥22,000-と

なり、9/26 以降 2/25 までの送金が対象です。（12/1 までに送金と申請用紙が事務局において確認できていること） 
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【会員証の発行】  

登録されると会員証など資料が本人宛に送付されます。会員登録申請した日から 30 日経過しても会員証が届かない場合は、御

手数ですが事務局までご連絡下さい。この手続きにより会員登録された方には、より有意義な情報提供としてＪＰＭＡ会報や、貴

方が活動する地域ブロックからのご連絡等を必要に応じてお送りします。 
 

【登録更新の場合】  

有効期限の切れる１ヶ月前に JPMA 事務局より「更新のご案内」が送付されますので手続きをして下さい。 
 

 

【登録証紛失の場合】  

再発行致します。事務局にご連絡ください。（再発行料￥3,000-） 
 

 

【氏名/住所変更の場合】  

必ずご連絡下さい。メール、FAX 等で必ず記録が残るようにお願いします。移転や住所情報不備等によりご案内が事務局に戻った

場合、その後の再送は致しません。 
 

 

【会員登録有効期限】  

会員登録申込用紙と送金が、事務局に於いて確認された日時により、以下のように会員登録の有効期間が管理されます。 

（送金と申請用紙受付のいずれか 1点だけでは手続きは完了しませんのでご注意下さい。） 

※JPMA会員登録の有効期限 会員登録の有効期限は入会日/更新日から年度末までとなります。 

会員登録申請用紙と入金が事務局にて確認出来次第、順次会員証の発行手続きを行います。 

会員証がお手元に届くまでは2週間ほどいただきます。 

※有効期限切れ又は会員登録用紙と送金の２点が事務局に於いて確認されていない状態（会員登録完了前）で起きた事故

や怪我に対し、一切の責任を負いません。 

保険の利用等、会員としての活動は全て会員証の所持が必要条件となりますのでご注意ください。 
 

【入会日】 

入会日とは、会員登録申請用紙と会員登録の送金が事務局に於いて確認された日となります。 

※送金と会員登録申請用紙受付のいずれか 1 点だけでは入会完了となりません。 
 

【会員登録と技量認定の有効】 会員登録が失効されると、取得された技量認定の資格効力も失効となります。 

会員登録未更新による技量認定証の失効について（1 年以上未更新の場合） 

ClassⅠ・Ⅱの実技試験を JPMA指導員が再度技量確認し、当該認定証の技量があることを指導員が認めた場合のみ技量 

認定証は継続とする。認められない場合は再度、取得が必要。 

 
 

★「JPMA 会員登録のご案内」を熟読して頂いたうえで、各種申請料のご送金をお願いいたします。 
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■スポーツ安全保険について 
令和 4 年度より、団体活動のみの区分（C/B 区分）の他に、団体活動に加え、 

個人活動も対象とする区分（CW/BW 区分）が新設され、選択できるようになりました。 

※加入区分判断の年齢基準日は、当該年度の 4 月 1 日時点となります。 

 

・団体活動のみを補償する 

C区分（64歳以下 掛金1,850 円/人/年額）、B区分（65歳以上 掛金1,200 円/人/年額） 

・団体活動に加え、個人活動も対象とする 

CW区分（64歳以下 掛金4,850 円/人/年額）、BW区分（65歳以上 掛金5,000円/人/年額） 

 

新設加入区分（東京海上日動 スポーツ安全保険） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■R4～スポーツ安全保険新設区分の対応と JPMA会員登録料について 

新設区分（CW/BW）については、任意付帯となり、新設区分の加入希望者は、会員登録料とは別に C/B 該当区分の差額分

（差額 CW：\3,000-/年、BW：\3,800-/年）をお支払いただきます。 

※CW/BW 加入ご希望の方は、ご入金前に必ず事務局に連絡しお申し込みください。（加入年数、年齢によりお支払額が異なります）  

 

【CW/BW加入希望の場合、会員登録料に加え支払う金額】 

CW：3 年登録\9,000-/1 年登録\3,000-     BW：3 年登録\11,400-/1 年登録\3,800- 

【会員登録申請料と合わせた金額例】（3 年登録希望者） 

６５歳以上の会員登録支払い例：\24,000（会員登録料）＋￥11,400（BW 区分 3 年分）＝￥35,400- 

新区分の加入受付は、新規/更新会員登録申請の際のみに限定し、会員登録有効期限内での変更は不可。 

※新設区分（CW/BW）を希望しない場合は、会員登録料のみの金額で C/B 該当区分へ自動加入となります。 

 

◆C/B 区分：会員登録料 3 年登録\24,000-/1 年登録\10,000-に自動付帯となり、団体活動のみの区分。 

◆CW/BW 区分：上記会員登録料に加え、会員登録年数に準じた C/B 区分の差額を別途支払う任意付帯となり、 

団体活動に加え、個人活動も対象とする区分。 
 

※保険補償期限  JPMA 入会手続き完了時（入会日/更新日）より補償が開始されます。 

毎年 4/1 より翌年 3/31 日までの年度加入です。(年度途中からの登録でも終了日は年度末日）3 年登録者にはその登録期間 

中は補償期間が継続するよう、JPMA が自動的に年度毎に更新手続きを行います。 
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万一に備えて航空スポーツを行う人は、他人に迷惑をかけない事と安全を念頭におかなければなりません。 

日本パラモーター協会では、会員登録申請に伴い、スポーツ安全保険に団体として貴方の加入手続きを行ないます。 

この保険は JPMA団体の管理下における団体活動中の事故を対象としています。 

各地域の活動飛行エリアや所属団体（スクール・クラブ）を明確にし、事前に活動計画を立てるとともに、事故防止と万一の事

故発生時の速やかな対応のためにも、決して単独行動をすることのないようにご留意願います。 

近隣の活動団体(スクール/クラブ)、地域ブロック(活動エリア基準)とコミュニケーションをとり、責任の所在を明確にした団体活動

を確立させて安全に飛行してください。（会員登録申請用紙に記載漏れのないように注意願います。） 
 

JPMA では登録情報から地域ブロックと連携を強化し活動状況の情報共有を図ります。パラモーター愛好者の統括団体としての

責務を果たすべく、JPMA 登録会員皆様の活動状況・活動環境の把握し、活動環境整備をも目指しています。 会員管理の都

合上、所属団体あるなしに関わらず全ての登録会員を地域ブロック（活動エリア基準）での活動者として区分し、JPMA として各

地域の活動情報共有を図ります。この保険は団体として加入いたしますので、各会員に保険証券は個別に発行されませんが、あな

たの会員証に記載された JPMA 登録番号で加入状況管理しています。 

また、保険は登録証の有効期間中に起きた事故が対象となり、保険適用の際にはアクシデントレポート等、JPMA として必要書

類の提出を義務付けしておりますので予めご了承下さい。 

貴方の活動エリアにおける地域ブロック区分は以下の通りです。 

【活動地域ブロック区分】 
 

活動地域ブロック区分 （登録会員の活動エリア地） 

Ａ 北 海 道 ブ ロ ッ ク 北海道 

Ｂ 東 北 ブ ロ ッ ク 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 

Ｃ 関東・甲信越ブロック 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 山梨 長野  

Ｄ 東 海 ・北 陸 ブロック 富山 石川 福井 岐阜 静岡 愛知 三重 

Ｅ 近 畿 ブ ロ ッ ク 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 

Ｆ 中 国 ブ ロ ッ ク 鳥取 島根 岡山 広島 山口 

Ｇ 四 国 ブ ロ ッ ク 徳島 香川 愛媛 高知 

Ｈ 九 州 ブ ロ ッ ク 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島  

Ｉ 沖 縄 ブ ロ ッ ク 沖縄 
 

【団体活動に於いての保険適用】 

団体活動中とは、JPMA が把握しているクラブ/（チーム）・スクール（以下所属団体）が企画した活動をいいます。 

クラブ/（チーム）・スクール（責任者）が関与していないフライヤー同士の飛行は団体活動とはみなされません。 

また、団体活動中であってもフライト時に JPMA 会員が複数人いない場合、保険適用外となる場合がありますのでご注意ください。 

 

【団体活動に加え、個人活動も対象の保険 CW/BW に加入している方へ】 

個人活動も対象ではありますが、JPMA では単独飛行を認めておりません。 

安全対策を十分に行い、必ず複数人での飛行をお願いします。 

【その他の注意事項】 

★万一事故が起きた場合、あなたが不必要な負担を避けるためにも、なるべく早くＪＰＭＡ事務局までご連絡下さい。 

その際、アクシデントレポート等 事故報告に関する必要書類の提出をお願いすることになります。 

★あなたが他にこのような登録（保険）に加入されている場合は、事故報告の際に必ずお申し出下さい。 
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■その他、手続きについて 

★会費はいったん送金され手続きを完了されますと、基本的には取り消しはできません。万一、過払い等、誤送金された場合

は、手数料として￥1,000－を差し引かせていただいた金額をご返金（郵便小為替）させていただきますので、あらかじめご

了承のうえ、送金額にはご注意ください。 

★会員登録資料のスポーツ安全保険のしおり(当該年度)やＪＰＭＡ会員登録案内等の説明書は、お手元に必ず保管し

てください。 

★会員管理の都合上、登録時にはご送金だけではなく登録用紙の送付をお願いしています。 

登録情報管理（入会登録）の為、お手数ですが申請用紙の送付をお願いします。記入漏れや送付遅延がある場合、

登録料だけでは会員登録お手続きが完了しないため、保険加入手続きを進めることができません。ご入金と申請書類が事務

局にて確認できた日がご入会日又は更新日となります。 

 

■JPMA テキスト/機体登録ステッカー/吹き流し等の購入について 

 

【機体登録番号シール】 

機体登録(番号シール添付)はパラモーター/ＰＨＧによる飛行を楽しむ為、一般社会へ

我々の自主規制による秩序を示す為、愛好者が自主責任に於いての飛行を宣言する

為に実施するものです。会員の皆様には、この機体登録ステッカー(番号シール)の購入と

添付を義務付けています。会員登録と同時にご購入される場合は、会員番号４文字を

3000 円（送料込）で販売します。【Ｊ】と【Ｐ】の 2 文字は義務付けしません。登録後

のシールのみの購入は、JP の２文字セットで 3500 円（送料別）【J】【P】の 2 文字の

みは、1,000 円（送料別）となりますので、登録時の同時購入がお得です。このように、

ＪＰＭＡ全会員が機体番号を添付して飛ぶことを大前提に、自主規制による秩序を広く示す活動は我々が一般社会や関

係団体に認知されるための一歩です。 

 

【吹き流し】 

吹き流し（大）：価格\5,000- サイズ：①150cm ②45cm ③27cm 

※大サイズのみの販売
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【JPMA テキスト各種】 

現在、JPMA の教本の種類は、テキストブック・試験問題解説テキスト・ 

ClassⅢテキスト・タンデムテキストの 4 種類ございます。 

※テキスト発送には別途送料がかかりますのでご了承ください。 

◇ご入用の際は、JPMA 事務局までご連絡ください。 

4 種 

・ JPMA テキスト：\2,000- 

・ JPMA 問題解説テキスト：\2,000- 

・ ClassⅢテキスト：\1,000- 

・ タンデムテキスト：\1,000- 

 

【JPMA テキスト/吹き流し等のご購入の流れ】 

①メール又は電話にてご注文いただく。 

②準備ができ次第、ご注文いただいた商品を JPMA 事務局より発送。（商品の他、請求書を同封） 

③商品がご注文者様に届き、請求書をご確認いただいたうえ、請求書に記載されている口座番号へお振込み下さい。 

 

■リパック依頼の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自宅送付後は接続、保管、管理の 3 点は責任をもって確認をお願いします。飛行されるときは、ダブルチェック（指導員チェック）

とタグの位置を手で確認してから活動してください。 

 

 

送付先住所は依頼の際に事務局より確認 

【振込先】  
ゆうちょ銀行 
口座記号番号：00110-0-406001 
支店名：〇一九店 
口座：当座 406001 
加入者名：日本パラモーター協会 
料金：5,000 円 


