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基礎学科
講習 1日目

＊＊月 ＊＊日(火) 教育講習 1日目
9:00- 11:50 基礎学科※第1～3章

11:50- 12:40 昼休憩(昼食)

12:40- 14:20 基礎学科※第4～6章

14:30- 15:30 基礎学科※第7～9章

15:40- 17:00 実技セミナー準備(工具調整)

実技
講習 2日目

＊＊月 ＊＊日(水) 教育講習 2日目 ※実技1日練習(更新・再試験)

9:00- 11:50 挿入実装講習

11:50- 12:40 昼休憩(昼食)

12:40- 14:20 挿入実装講習

14:30- 17:00 表面実装講習

実技
講習 3日目

＊＊月 ＊＊日(木) 教育講習 3日目 ※実技1日練習(更新・再試験)
9:00- 11:50 端子実装講習

11:50- 12:40 昼休憩(昼食)

12:40- 15:20 端子実装講習

15:30- 17:00 総合練習

学科、実技
試験

＊＊月 ＊＊日 (金) 資格試験 (学科 ・ 実技)
9:00- 10:00 基礎学科試験

10:20- 11:40 実技試験①※10分間事前説明

11:40- 12:30 昼休憩(昼食)

12:30- 13:50 実技試験②※10分間事前説明

14:00-15:20 実技試験③※10分間事前説明

上級オペレータ(AOPR) 、 オペレータ(OPR)コース
基本コース： 教育講習 3日間+資格試験(学科・実技)1日

・講習の進捗に応じて休憩時間を設け進行しますので詳細時間は目安となります。
・更新、再試験をご希望の場合には、1日or2日の練習＋試験となります。
※実技2種目の更新、再試験の場合には2日間の練習をお勧めします。

基本タイムスケジュール

教育講習・資格試験のお問い合せお申込み先
ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ株式会社

◇担当：小林・菅原
電話：050-3140-1514  受付時間 / 9:00～17:00  (土日祝は除く)



【申込方法はメール又は郵送も可】
E-mail： sgmo-jitsugi-microsoldering@sony.com オペレータ（OPR）

2週間前までにお申込みください 上級オペレータ（AOPR）

記入日 年　 月　 日

ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ(株)稲沢サイト
ソルダリングスクール事務局宛

※印は必須

（姓） （名）
年 月 日

ふりがな

電話番号　　　　　　（　　　　　） FAX番号　　　　　　（　　　　　）

〒

@
その他に〇の場合下欄にご記入ください

その他

受講希望に〇
を記入

受講希望に
〇を記入

月 日
月 日 月 日

月 日
受験科目に〇をつけてください↓

月 日
月 日
月 日
月 日

新規 更新 再試験 種目追加

その他（ご記入ください）

（☆1）　保有資格認証番号
日本溶接協会認定マイクロソルダリング技術資格で他資格を保有する方は、上記枠内に資格認定番号を記載し認定証のコピーを添付願います。　　　　

・受講票/受験票/会場案内図/バス運行表/テキスト等は、申込者本人に送付しますので、
　勤務先・所属部課及び所在地は記入漏れの無いよう確実にご記入下さい。

・受講/受験を取り消す場合は、原則として手数料3,300円（税込）を申し受けます。
　セミナー/試験当日以後に取り消す場合は、受講料/受験料の返金はできません。
・基礎学科合格者には、免除制度があります。合否通知書のコピーを添付してください。
・セミナー、試験開催日の２週間前までに、メール又は郵送にてお申込みください。
・ご記入いただきましたお客様の個人情報は、弊社のプライバシーポリシー

http://www.sony-global-mo.co.jp/privacy/index.html に基づき安全に管理し、
　本セミナーの運営、一般社団法人日本溶接協会への申請手続きのみ利用させていただきます。
　上記の「個人情報の取扱い」にご了解いただきました上で、お申込みいただきますようお願いいたします。
　　　個人情報の取扱いに関して　　□同意する　　□同意しない
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー事務局記入欄ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ株式会社　稲沢サイト 認定試験コード：S4

受験番号 S 4

・各種受講料・受験料は、価格表一覧をご確認ください。

認定試験場名称：

受験区分※
（〇をつけてください）

その他（ご記入ください） 保有資格認証番号　（☆１）

ご来社時の手段※
該当するものに〇をつけてください

車
駅から

SONYバス利用

受験科目※

受験日

基礎学科
挿入実装
表面実装

端子

受講希望※
セミナー

基礎学科
セミナー

受講日 実技セミナー 受講日
挿入実装
表面実装

端子

E-mail

請求書の宛名※
会社名＋申込者名 会社名のみ 申込者名のみ

該当するものに〇をつけてください

同上※
所在地

[セミナー申込書・受験申請書]

ふりがな 生年月日（西暦）

氏名※

勤務先※
（所属部課）

〒492-8545 愛知県稲沢市大矢町茨島３０
ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ(株)

稲沢サイト ソルダリングスクール事務局 直通電話：050-3140-1514

http://www.sony-global-mo.co.jp/privacy/index.html


【申込方法はメール又は郵送も可】
E-mail： sgmo-jitsugi-microsoldering@sony.com オペレータ（OPR）

2週間前までにお申込みください 上級オペレータ（AOPR）

記入日 年　 月　 日

ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ(株)稲沢サイト
ソルダリングスクール事務局宛

※印は必須

（姓） （名）
年 月 日

ふりがな

電話番号　　　　　　（　　　　　） FAX番号　　　　　　（　　　　　）

〒

@

受講希望に〇
を記入

受講希望に
〇を記入

月 日
月 日 月 日

月 日
受験科目に〇をつけてください↓

月 日
月 日
月 日
月 日

新規 更新 再試験 種目追加

（☆1）　保有資格認証番号
日本溶接協会認定マイクロソルダリング技術資格で他資格を保有する方は、上記枠内に資格認定番号を記載し認定証のコピーを添付願います。　　　　

・受講票/受験票/会場案内図/テキスト等は、申込者本人に送付しますので、
　勤務先・所属部課及び所在地は記入漏れの無いよう確実にご記入下さい。

・受講/受験を取り消す場合は、原則として手数料3,300円（税込）を申し受けます。
　セミナー/試験当日以後に取り消す場合は、受講料/受験料の返金はできません。
・基礎学科合格者には、免除制度があります。合否通知書のコピーを添付してください。
・セミナー、試験開催日の２週間前までに、メール又は郵送にてお申込みください。
・ご記入いただきましたお客様の個人情報は、弊社のプライバシーポリシー
　（http://www.sony-global-mo.co.jp/privacy/index.html）に基づき安全に管理し、
　本セミナーの運営、一般社団法人日本溶接協会への申請手続きのみ利用させていただきます。
　上記の「個人情報の取扱い」にご了解いただきました上で、お申込みいただきますようお願いいたします。
　　　個人情報の取扱いに関して　　□同意する　　□同意しない
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー事務局記入欄ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ株式会社　稲沢サイト 認定試験コード：S4

受験番号 W S 4

・各種受講料・受験料は、価格表一覧をご確認ください。

認定試験場名称：

出張スクール用

受験区分※
（〇をつけてください）

その他（ご記入ください） 保有資格認証番号　（☆１）

受験科目※

受験日

基礎学科
挿入実装
表面実装

端子

受講希望※
セミナー

基礎学科
セミナー

受講日 実技セミナー 受講日
挿入実装
表面実装

端子

請求書の宛名※
該当するものに〇をつけてください その他に〇の場合下欄にご記入ください

勤務先名 申込者名 その他

勤務先※
（所属部課）

同上※
所在地

E-mail

[セミナー申込書・受験申請書]

ふりがな 生年月日（西暦）

氏名※

〒492-8545 愛知県稲沢市大矢町茨島３０
ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ(株)

稲沢サイト ソルダリングスクール事務局 直通電話：050-3140-1514

http://www.sonyemcs.co.jp/privacy_policy/index.html%EF%BC%89%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8D%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%81%AB
http://www.sonyemcs.co.jp/privacy_policy/index.html%EF%BC%89%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8D%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%81%AB
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