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今回の講習に係るテキスト等について、以下のとおりご案内申し上げます。 

使用テキスト等 

講習名 分類 書籍名 定価（税込） 

甲種化学 
甲種機械 
<共通> 

テキスト 
高圧ガス保安法規集 (第 20次改訂版) 4,920円 

高圧ガス保安技術 (第 18次改訂版) 6,180円 

補助教材※ 高圧ガス保安法概要 （甲乙丙特編）(第 2次改訂版) 970円 

問 題 集※ 甲種化学･機械 試験問題集 (令和 4年度版) 3,670円 

乙種化学 
乙種機械 
<共通> 

テキスト 
高圧ガス保安法規集 (第 20次改訂版) 4,920円 

中級 高圧ガス保安技術 (第 18次改訂版) 4,080円 

補助教材※ 高圧ガス保安法概要 （甲乙丙特編）(第 2次改訂版) 970円 

問 題 集※ *乙種化学･機械 試験問題集 (令和 4 年度版) 3 月 7 日発行予定 3,670円 

丙種化学 
特別 

テキスト 
高圧ガス保安法規集 (第 20次改訂版) 4,920円 

初級 高圧ガス保安技術 (第 18次改訂版) 2,720円 

補助教材※ 高圧ガス保安法概要 （甲乙丙特編）(第 2次改訂版) 970円 

問 題 集※ ＊丙種化学試験問題集 特別試験科目(令和 4年度版）3月 18日発行予定  3,150円 

※補助教材及び問題集は参考図書です。 

参考書 

甲種・乙種・丙種 高圧ガス･液化石油ガス法令用語解説 (第 4次改訂版) 3,060円 

甲種 よくわかる計算問題の解き方 高圧ガス甲種資格者への近道(第 4次改訂版)  2,100円 

乙種・丙種 
よくわかる計算問題の解き方 (高圧ガス丙種・乙種) 

<法則・原理を実例で理解する> (第 3次改訂版) 
2,100円 

セット割引＜秋の国家試験時の法令学習も視野に入れたお得なセット販売です。＞ 

◇甲種化学・甲種機械・乙種化学・乙種機械・丙種化学特別の各講習について、法令講義の補助教材や法令用語解説書を含

めた「法規集・法概要・テキスト・問題集・法令用語解説の５点」のセット割引をご用意しております。 

甲種用お得セット（法規集、テキスト、法概要、問題集、用語解説） 18,800円 16,390円 

乙種用お得セット（法規集、テキスト、法概要、問題集＊、用語解説） 16,700円 14,570円 

丙特用お得セット（法規集、テキスト、法概要、問題集＊、用語解説） 14,820円 12,990円 

ご注文方法                             

◎下記の検索ワード又は右

の二次元バーコードからア

クセスの上、ご注文くださ

い。 

◎「裏面の申込書」を使用してＦＡＸ又は郵送でのお申込み

も可能です。 

◎送料は、実費を頂戴いたします。 

＊印（問題集等）を含むご注文の場合には、出版日以降ま

とめての発送となります。 

◎書籍単品、セット販売どちらもお申込できます。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

高圧ガス保安協会 教育事業部 出版業務課 

電話 ０３－３４３６－０３５２  FAX ０３－３４５９－６６１３ 

お支払い方法 

◎代金のお支払方法は、以下のとおりです。 

  ◇請求書（法人申込） 

ご希望の商品に請求書を同封して発送いたします。 

代金は商品到着後、銀行振込でお支払いください。 

（振込手数料はお客様負担でお願いします。） 

  ◇代引販売（個人申込） 

ご希望の商品を代金引換（佐川急便 e-コレクト）で

お届けします（代引手数料は無料）。 

◎送料（実費）は、お客様負担とさせていただきま

す。 

◎商品発送後のキャンセル及び商品の変更はいかなる

場合でもお受けできません。 

※申込書が届いてから発送まで３～５営業日を要しま

すので、講習会の開催日をご留意の上、お早めにお申

し込みください。 

 

令和４年度上期 講習用テキスト等の事前販売のご案内 

高圧ガス保安協会 

令和 4年 3月 1日(火)

より発売開始 

高圧ガス保安協会 

二次元バーコード 
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令和 4 年度上期 講習用図書申込書 

① 太枠内に必要事項をご記入の上、左上のＦＡＸ宛にご注文ください。  注文日 ：令和４年  月  日 

お申込者 

（氏名又は法人名） 

 

お
届
け
先 

住所 

 

 

ＴＥＬ 

〒 
 

 

ＴＥＬ：    （      ）         

氏名又は 

法人名 

お申し込みが法人である場合にはご担当者様の氏名と部署もご記入ください。 

② 支払方法をお選びください（講習用の郵便振替用紙でのお支払いはできません。）。 

右のいずれかの □ に、 
必ず ✔ をご記入ください。 

  法人申込 
請求書（後払い） 
送料実費 

  個人申込 
代引販売 
送料実費・代引手数料無料 

  

  
※図書代金は、受講料の口座へ振り込まないでください。 

③ 本申込の際、下記内容にご承諾された方は右下の□に必ず✔をご記入ください。 
□に✔がない場合はご注文をお受けできませんのでご了承ください。 

 
◆＊印（問題集）を含むご注文の場合には、出版日以降まとめての発送となります。 
◆商品発送後のキャンセル及び商品の変更はいかなる場合でもお受けできません。 
◆送料（実費）、振込手数料は、お客様負担とさせていただきます。 
◆請求書にて後払いされる場合は、銀行振込明細書をもって領収書の発行に代えさせていただきます。 
◆代引販売によるお支払いは、商品到着時に必ず現金でお支払いください。なお、領収書が必要な場合は、
宅配業者にその場で申し出てください。クレジットカードによるお支払はできません。 

※申込書が届いてから発送まで３～５営業日を要しますので、講習会の開催日をご留意の上、お早めにお申
し込みください。 

  

左記内容を承諾
し、注文いたしま
す。 

 

 

④ 注文数をご記入ください。 

注文内容（一部、名称を省略しています。） 書籍コード 単価・円 注文数 

甲種用お得セット（①法規集、②テキスト、⑤法概要、⑥問題集、⑨用語解説） BK802099 18,800→16,390 セット 

乙種用お得セット（①法規集、③テキスト、⑤法概要、⑦問題集、⑨用語解説） 

→3月 7日以降まとめての発送 
BK802199 16,700→14,570 セット 

丙特用お得セット（①法規集、④テキスト、⑤法概要、＊⑧問題集、⑨用語解説） 

→3月 18日以降まとめての発送 
BK802299 14,820→12,990 セット 

テキスト 

① 高圧ガス保安法規集(第 20次改訂版) BK101022  4,920 冊 

② 甲種用テキスト（高圧ガス保安技術(第 18次改訂版)）  BK201022 6,180 冊 

③ 乙種用テキスト（中級 高圧ガス保安技術(第 18次改訂版)） BK202022  4,080 冊 

④ 丙特用テキスト（初級 高圧ガス保安技術(第18次改訂版)) BK203022  2,720 冊 

補助教材 ⑤ 高圧ガス保安法概要 （甲乙丙特編） 第 2次改訂版 BK112022 970 冊 

問題集 

⑥ 甲種用問題集（令和４年度版） BK301022  3,670 冊 

＊⑦乙種用問題集（令和４年度版）→3月 7日以降の発送 BK302022  3,670 冊 

＊⑧丙特用問題集（令和４年度版）→3月 18日以降の発送 BK303022  3,150 冊 

参考図書 

⑨法令用語解説（第４次改訂版） BK105017 3,060 冊 

⑩よくわかる計算問題の解き方（甲種）第４次改訂版 BK401020 2,100 冊 

⑪よくわかる計算問題の解き方（丙種・乙種）第３次改訂版 BK402019 2,100 冊 

 

送信先ＦＡＸ：０３－３４５９－６６１３ 

高圧ガス保安協会 教育事業部 出版業務課 宛 

本申込書の有効期間は、令和 4 年３月 1 日(火)
から5月31日(火)ＦＡＸ到着分まで有効です。 


