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短期合格

講師が最新の試験問題の傾向分析を行い、少人数制で実施する 2 日間の短期集中
講座は、記憶に残るポイントを絞った分かりやすい内容！ ”定評ある人気講座です”

一般社団法人 日本生産技能労務協会

第一種衛生管理者 合格対策講座
当協会の正会員・賛助会員、一般(非会員)の方にも受講いただけます
合格のために何を理解しておくべきかのポイントを図解やゴロ合わせ等を使ってわかりやすく教えます！
従業員が 50 人以上の職場(事業場単位)には、業種を問わず、衛生管理者を選任する義務が生じます。
衛生管理者は、誰でもなれるわけではなく、資格として、衛生管理者免許試験に合格することなどが必要になって
います(労働安全衛生法第 12 条第 1 項)。※衛生管理者が未選任の場合、罰則として 50 万円以下の罰金が課せられることがあります。
第一種衛生管理者の合格率は、試験主催団体である公益財団法人安全衛生技術試験協会ホームページの
によると平成 26 年度は 56.3％、平成 27 年度は 55.5％です。この数字は全体の合格率であり、初回受験
で合格した方も複数回受験した方も併せての合格率となっています。
したがって、初回受験で合格するためには、当講座でのポイントを押さえた効果的な学習が必須です。
開催地

2 日間コース

会場

関東センター

中部センター

［8 月］

［8 月］

17 日(木)

17 日(木)

［新潟］8 月 24 日(木)

協会会議室

28 日(月)

28 日(月)

［茨城］9 月 3 日(日)

[港区新橋]

［9 月］

［9 月］

［岐阜］9 月 3 日(日)

5 日(火)

5 日(火)

［東京］9 月 16 日(土)

13 日(水)

13 日(水)

［10 月］

［10 月］

18 日(水)

18 日(水)

平成 29 年

8 月 5 日(土)

東京 8 月 6 日(日)
■申込み締切日
7 月 28 日(金)

平成 29 年

9 月 30 日(土)

東京 10 月 1 日(日)
■申込み締切日
9 月 22 日(金)

試験日

協会会議室

25 日(水)

[港区新橋]

［11 月］

［11 月］

2 日(木)

2 日(木)

15 日(水)

15 日(水)

出張特別試験

［群馬］10 月 21 日(土)
［神奈川］10 月 29 日(日)
［石川］10 月 29 日(日)
［栃木］11 月 4 日(土)
［静岡］11 月 19 日(日)

■上記以外の試験日程および申込等の詳細は、公益財団法人安全衛生技術試験協会ホームページにて、各自でご確認
ください。http://www.kanto.exam.or.jp/index.htm

［会場］一般社団法人日本生産技能労務協会 会議室 (東京都港区新橋 4-5-1 アーバン新橋ビル 9 階)
［講座］ 9:30～16:45 ※いずれも開場は 9:10～
基礎力・・・出題傾向をふまえ、重要事項を中心にテキストにてポイント解説
実践力・・・実践に即した問題演習で、最終的な合格力へと到達できる力を身につける

［定員］12 名（少人数制）

※定員となり次第、締め切りとさせていただきます。
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［受講料(新規)］
■会員価格： お一人様 20,000 円（税込）
■会員企業のご紹介 特別価格
1～3 名様まで

お一人様 23,400 円（税込）一般価格より 10％OFF

4 名様以上(同日程の申込みに限る) お一人様 22,100 円（税込）一般価格より 15％OFF
■一般価格： お一人様 26,000 円（税込）
会員の場合は、研修終了後請求書を発送いたします。会員企業のご紹介もしくは一般の場合は、原則研修開
始日の 2 週間前までのお振込みとなります。受講申込書の FAX を受理したのち、請求書をお送りいたします。

［受講料(再受講)］※再受講の場合は席に限りがございます。
再受講に該当される方は、「今回申し込みされる講座の初日より過去 2 年以内に協会が主催した第一種衛生
管理者講座を受講され、その際に受講料(新規)を支払った方」となります。
■お一人様 7,560 円（税込）※テキスト代 4,320 円、資料代 3,240 円として
［留意事項］※必ずご確認のうえ、お申込みください。
当日の欠席に関しては、キャンセル料として新規受講の場合は受講料相当額、再受講の場合は受講料(再受
講)相当額を頂戴いたします。
また、講座の参加をキャンセルされる場合(講座開催日から換算して)、営業日 4 日以降の場合は、上記の当日
欠席と同様の取り扱いとなります。
［合格者の声］ 受講者から合格の FAX が届きました！(一部抜粋)
先生から教えていただいた覚え方は過去問を勉強し

先生の授業なしでは愛からなかったと言い切れます！

ていると、とても頭に入りやすく、短い勉強時間でも確

とてもわかりやすく、一発合格できてうれしく思います！

実に覚えることができた。この講座を受けなければ、か
なり効率の悪い勉強方法になっていたと思う。本当に
感謝しております。

第一種衛生管理者の試験に一発で合格することがで
きました。合格できたのは、2 日間にわたる対策講座を
受講し、先生の学びやすい解説を聞き、理解を深め

合格しました！何度か自己勉強だけで受験しました

ることができたからだと思います。講座の中で、出題頻

が、ダメでした。今回の研修を受講して、基礎をしっか

度の高い問題のポイントをご教示いただいたことや、

り学び的確なアドバイスもあり、念願の「合格」となりま

テキストの中に過去の問題集があり、繰り返し解いたこ

した。研修の成果が出せて、嬉しさと感謝でいっぱいで

とで試験に対する自信を持って挑めました。今回の講

す。本当にありがとうございました。

座を受講しなければ合格することはなかったと思いま
す。先生 2 日間ありがとうございました。

正直、試験勉強を始めたのは試験 1 週間前でした。勉
強も 1 日 1 時間くらいでしたが、講師のポイントを元に

先生の話し方、イントネーションが印象的でとても覚え

勉強を進めるとスムーズに合格することができました。

やすかったです。

※各社で実施する

出張研修

も多くの会員様からご利用いただいております。

会議室のご準備、講師交通費および宿泊費等につきましては、貴社にてご負担いただくこととなります。
また、受講者人数は、新規 5 名を含む 5 名以上とさせていただきます。なお、新規 4 名以下の開催をご希望
される場合の価格は一律 100,000 円(税込)となります。詳しくは事務局担当までお問い合わせください。
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一般社団法人 日本生産技能労務協会 黒部 行

FAX：０３－６４３５－７５３８

第一種衛生管理者合格対策講座
東京

開催地区

受講希望日

月

受講申込書
日 ～

月

日

□正会員 □賛助会員 □一般 □会員企業からのご紹介(下記 7.の記載が必須)
1.貴社名
2.お申込み

部署

担当者

役職

〒

3.ご住所

4.TEL
5.FAX
※上記住所以外への送付をご希望の際は記入してください。

6.請求書

〒

送付先
7.当協会の会

ご紹介の場合であっても下記の記載がない場合は、一般価格でのお取扱いとなりますことをご了承ください。

員企業からのご

[紹介企業名]

[担当者氏名]

紹介の場合は、
記載を必ずお願
いいたします。

［受講者連絡欄］
(注)再受講・・・今回申し込みされる講座の初日より過去 2 年以内に協会が主催した第一種衛生管理者講座を受講され、その際に受講料(新規)を支払った方

受講者氏名

受講歴

上記(注)をご確認ください

※協会使用欄

フリガナ

□新規

□再受講

□新規

□再受講

□新規

□再受講

フリガナ

フリガナ

［申し込みについて］ ※FAX にてお申し込みください。
※研修実施の前営業日午前 9 時以降のキャンセルや当日の欠席に関しては、受講料をキャンセル料として頂戴いたしますことをご了承ください。
※定員に満たない場合もしくはやむを得ない事由が発生した場合は、開催を見送らせていただくことがございますのでご了承ください。
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