令和４年９⽉

令和４年度
ＣＥ（コールドエバポレータ）受⼊側保安責任者講習
開催のお知らせ〔東京会場〕

⾼圧ガス保安協会

移動式製造設備により⾼圧ガスを貯蔵⼜は容器に受け⼊れる場合、受⼊者側の事業所にあっては、次のい
ずれかの者を保安責任者として選任することとされております。
（
「⾼圧ガス保安法及び関係政省令の運⽤及
び解釈について（内規）
」
（令和２年８⽉６⽇付け 20200715 保局第１号）より）
ａ．受け⼊れる⾼圧ガスの製造⼜は消費に関し１年以上の経験を有する者
ｂ．⾼圧ガス保安協会が⾏う⾼圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者
ｃ．受⼊者が第⼀種製造者である場合は、その事業所で選任されている保安係員
今回のＣＥ受⼊側保安責任者講習は、上記ｂ．の講習に該当し、
⼀般⾼圧ガス（液化酸素、液化窒素、液化アルゴン、液化炭酸ガス）
をＣＥで受け⼊れる側の無資格者を対象としたものですが、設備の
⾒学実習の機会もありますので、現にＣＥ受⼊作業に携わっている
⽅にも保安教育の⼀環として受講されることをお勧めいたします。
受付期間

令和４年９⽉ 20 ⽇(⽕)〜９⽉ 30 ⽇(⾦)〔30 ⽇の消印有効〕
◎受付期間中であっても定員に達した場合には締め切ります。
◎定員に満たなかった場合、締め切り以降でも追加受付いたしますのでお問い合わせください。

申込⽅法

別添の『講習検定申込書』に必要事項をご記⼊の上、
受講受検料の振込領収書(コピー可)を貼付し、ＦＡＸ⼜は郵送してください。
◎申込書に振込領収書（コピー可）が貼付されていないものは受付できません。
◎郵送の場合、簡易書留⼜は⼀般書留による送付をおすすめします。

申込先

⾼圧ガス保安協会 試験・教育事業部⾨ 講習会係

〒105-8447 東京都港区⻁ノ⾨ ４－３－１３ ヒューリック神⾕町ビル
ＴＥＬ︓０３－３４３６－６１０２ ＦＡＸ︓０３－３４５９－６６１３
（電話の場合、⾃動⾳声が流れますのでガイダンスに従って④「講習・その他」を押してください。
）

◆講習期⽇・会場等（駐⾞場等はございません。公共交通機関をご利⽤ください）
講義内容
講習会場
講習⽇程（２⽇間）

座学・検定

（⾼圧ガス保安法令・
学識・保安管理技術）

⾒学・実習

定員

令和４年１０⽉２０⽇（⽊）

東京⽂具共和会館

東京都台東区柳橋 1-2-10

受付時間 9:00 〜 9:30
講習時間 9:30 〜 17:30 (注 1）
（検定試験を含む）

川⼝總合ガスセンター㈱

令和４年１０⽉２１⽇（⾦）

(注 2)

（いずれか 1 回を選んで申込）

埼⽟県川⼝市東領家 5 丁⽬ 1-25

①10:00 ②13:00 ③15:00

１０５名

各回
３５名

（注 1）講習開始時間に遅れた場合や⻑時間の離席、早退などした場合には、受講したことになりません。
（注 2）現地集合となりますので、交通⼿段については、座学講習会場でご案内いたします。
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◆受講受検料・・・・・・・・・・・・・・・・

ＫＨＫ会員※

１９，３００円（消費税込）

⼀

２９，０００円（消費税込）

受講受検料は、指定⼝座にお振り込みください。
振込⼿数料は申込者のご負担にてお願いいたします。

般
⇒

振込先(講習専⽤⼝座)
⾦融機関︓みずほ銀⾏神⾕町⽀店
⼝座番号︓
【普通】1332386
⼝座名義︓⾼圧ガス保安協会

◎受講票・受検票発送後（正式受付後）は、受講受検料の返⾦ができません。
ただし、受講者を変更することは可能です。
【ＫＨＫ会員の適⽤】

この講習会の受講受検料が「ＫＨＫ会員」として適⽤されるのは、次項に該当する⽅です。
（１）ＫＨＫ本部に⼊会の申込をいただいている事業者会員、団体会員、賛助会員の従業員
（２）ＫＨＫ本部に⼊会の申込をいただいている個⼈会員
（３）ＫＨＫ⽀部が設けた⽀部協賛者の従業員
都道府県の協会（例えば＊＊県⾼圧ガス保安協会）の会員のみの場合は、ＫＨＫ会員料⾦は適⽤されません。

◆受講票・受検票
◎受講票・受検票は、１０⽉ 6 ⽇(⽊)に郵便で発送いたします。
◎受講票・受検票に写真が貼付されていない場合には受講ができなくなります。写真は必ずご⽤意くださ
い。貼付が必要な写真は、パスポート⽤サイズ（縦 4.5cm×横 3.5cm、正⾯上半⾝、無帽、無背景）で
す。事前に準備しておいてください。
◆講習テキスト等
◎講習テキスト（受講受検料にテキスト代は含まれません。
）
以下の表に掲げる書籍をテキストとして使⽤します。
科⽬
テキスト等の名称

書籍コード

価格（税込）

学識等

コールドエバポレータ取扱いハンドブック（第 7 次改訂版）

BK232017

950 円

法令

⾼圧ガス保安法令（抄）
（第９次改訂版）

BK104022

710 円

【購⼊⽅法】
・⾼圧ガス保安協会の図書販売 Web サイト（EC サイト）で受け付けます。
https://www.weborder.khk.or.jp
・Web サイト以外でのご注⽂は、KHK ホームページをご確認ください。
・講習開始⽇までに余裕をもってお申込みください。
・発送⼿続き後のキャンセル・変更は、いかなる場合でもお受けできません。

ＥＣサイト

【Web 注⽂におけるテキスト等代⾦のお⽀払い⽅法】
法⼈申込︓請求書払い、クレジットカード⽀払い、コンビニ⽀払い
個⼈申込︓クレジットカード⽀払い、コンビニ⽀払い（代⾦引換の取扱いはございません）
・テキスト等代⾦は、受講受検料の⼝座へは振り込まないでください。
・送料、振込⼿数料、⽀払い⼿数料は、お申込み者様のご負担にてお願いします。
【事前購⼊のご案内】
講習テキスト等は、講習会当⽇(原則、初⽇の午前中)に会場でも販売いたしますが、数に限りがあるた
め、事前の購⼊をお薦めします。
＜講習に関する照会・質問先＞

⾼圧ガス保安協会 試験・教育事業部⾨ 講習会係

TEL︓03-3436-6102（⾃動⾳声が流れますのでガイダンスに従って④） FAX︓03-3459-6613
〒105-8447 東京都港区⻁ノ⾨ 4 丁⽬ 3 番 13 号 ヒューリック神⾕町ビル
受付時間 9︓30〜17︓30（⼟⽇祝⽇を除く） e-mail︓edu＠khk.or.jp URL︓https://www.khk.or.jp
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令和

年

⽉

⽇

CE 受⼊側保安責任者講習 講習検定申込書
宛先

⾼圧ガス保安協会 試験・教育事業部⾨ 講習会係 宛
〒105-8447 東京都港区⻁ノ⾨４-３-１３ ヒューリック神⾕町ビル
FAX:03-3459-6613 TEL:03-3436-6102

座学・検定
実習・⾒学

（※いずれかにマルを
付けてください）

令和４年 10 ⽉ 20 ⽇（⽊）

①

10 ⽉ 21 ⽇
10:00〜

②

10 ⽉ 21 ⽇
13:00〜

③

10 ⽉ 21 ⽇
15:00〜

←参加希望時間帯に○を付けてく
ださい。定員に達した場合、他の
時間帯をご案内する可能性があり
ます。予めご了承ください。

姓
受講者⽒名
⽣年⽉⽇
送付先

受講票の発送先

会員区分
会社名
部・課・係
担当者

（フリガナ）

昭和・平成

年（⻄暦

⾃

Ｅ－ｍａｉｌ

年）

⽉

⽇

宅

勤務先

←どちらかを○で囲んでください。

ＫＨＫ会員

⼀ 般

←どちらかを○で囲んでください。

受講者本⼈

本⼈以外→（⽒名︓

ＴＥＬ

住所

連
絡
先

名

）

ＦＡＸ
＠

〒□□□―□□□□

都・道・府・県

会社名
部・課・係
担当者

受講者本⼈

本⼈以外→（⽒名︓

ＴＥＬ

）

ＦＡＸ

◇⽇中に、ご本⼈⼜はご担当者と連絡ができるところをご記⼊ください。

【振込領収書のコピー貼付欄】

（横向貼付可、⼤きい場合には、別紙として添付してください）

【 受講者情報の取扱いについて 】
⾼圧ガス保安協会(KHK)は、講習の申込みをされた⽅のプライバシーを尊重します。
◇ＫＨＫは、講習申込の際に⽒名、⽣年⽉⽇、住所等の個⼈情報を収集します。これらの情報はこの講習の受付・採点・合否通知のために使⽤するほ
か、⾼圧ガスに関する講習会・書籍等の情報提供にも使⽤することがあります。
◇ＫＨＫは、上記の活動を⾏うため個⼈情報を適切に管理していると認められる外部の業者に収集した個⼈情報の取扱いを委託することがあります。こ
の場合、委託先では、ＫＨＫの適切な監督の下に委託業務を実施するために個⼈情報を使⽤します。
◇ＫＨＫは、収集した個⼈情報を次のように使⽤することはありません。
・申込者の個⼈情報を外部に意図的に公開・提供すること。
・外部からの個⼈情報の公開・提供の依頼に対して本⼈の同意を得ずに提供すること。ただし、法令により開⽰しなければならない場合を除きます。
◇ＫＨＫは、個⼈情報について適切な管理を⾏っています。

※必要に応じて同じサイズにコピーしてご使⽤ください。
◎受講料を複数名分⼀括で送⾦された場合は、その⼈数をご記⼊ください。
（
3

）名分

