新規受験者用
平成29年7月

JIS Z 3410(ISO 14731)／WES 8103

による

平成29年度 後期 溶接管理技術者（１･２級受験者）のための研修会ご案内
一般社団法人 日本溶接協会

溶接管理技術者教育委員会

本研修会では、溶接管理技術者に求められる知識を、各分野の第一人者が分かり易く整理し、
解説いたします。
溶接管理技術者資格の認証制度は、国際規格である ISO 14731“Welding coordination-Tasks and
responsibilities”（溶接管理－任務及び責任）および JIS Z 3410（溶接管理―任務及び責任）を規範文
書とした、日本溶接協会規格（WES 8103「溶接管理技術者認証基準」）により運用しており、溶接管
理技術者は、JIS Z 3410に基づき、製造事業者から割り当てられた任務と責任を果たさなければなり
ません。
本資格は、建築鉄骨をはじめ橋梁・圧力容器・造船・海洋構造物・重機械・化学プラント・エネル
ギー施設など、様々な産業分野の溶接関係者に適するものとして、その重要性がますます高まってお
ります。工場認証あるいは官公庁における工事発注の際の要求事項として、溶接管理技術者の保有や
常駐を要請されるケースも少なくありません。
さらに最近では、1970年より40年以上に亘り積み上げてきた実績と信頼が海外でも認められてきて
おります。アジア地域を中心に、本認証制度を導入した国と地域（タイ、フィリピン、インドネシア、
マレーシア、シンガポール、台湾、ミャンマー）が出てきており、更に拡大していく予定です。

《研修会開催要領》
１．研修会のプログラム（会場により、日程や開始時間などを変更する場合もあります。）
(１) １級および特別級基礎編対象研修会:

日 程

時

間

演

題

第１日 10:00～17:00 溶接法および溶接機器
第２日

09:30～16:30 金属材料と溶接性ならびに溶接部の特性
16:30～17:00 ガイダンス（評価試験について）

第３日 09:30～16:30 溶接構造の力学と設計
第４日 09:30～16:30 溶接構造物の品質マネジメントと溶接施工管理
(２) ２級対象研修会:

日 程

時

間

10:00～16:00
16:00～16:30
09:00～13:15
第２日
14:15～18:30
第３日 09:30～16:30
第１日

演

題

金属材料の溶接性ならびに溶接部の特性
ガイダンス（評価試験について）
溶接法および溶接機器
溶接構造の力学と設計
溶接施工・管理

２．受

講

料（消費税8％を含む）： ■ １級対象：51,840円 （演習問題集含む）
■ ２級対象：41,040円 （演習問題集含む）

３．定

員（10．参照）：各地区研修会会場の収容可能人数

４．締

切:
・各地区とも定員になり次第、締切ります。
・開催日間際に申し込まれますと、受講票の送付が間に合わなくなる恐れが生じます。
その場合には研修会事務局までお問合わせください。

５．受講料の払込について:
・受講料は、同封された郵便振替払込書を使用して、郵便局よりお払込ください。
郵便振替払込金受領証をもって領収証に代えさせていただきます。ご了承ください。
・他の振込用紙の使用や現金書留は、お受けできません。ご了承ください。

６．受講申込みについて：
・研修会申込書に必要事項をもれなく記入し、郵便局から受取った郵便振替払込金受領証

(ＡＴＭをご利用の場合、ご利用明細票)のコピーを貼付 の上、下記宛に送付してくだ
さい。（郵便振替払込金受領証または、ご利用明細票のコピーがない場合は受付できませ
ん。また、受講料の振込だけでは受講の申込となりません。）
・申込書１枚につき、２名様までご記入いただけます。３名様以上の場合は、コピーして
ご記入ください。
・身体的障害等による理由から、受講に不安のある方は事前に事務局までご連絡ください。

■申込書送付先
〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町4-20
TEL:03-5823-6325（事業部）
一般社団法人日本溶接協会 溶接管理技術者 研修会事務局 宛
（注）申込みに際しては、評価試験の受験条件への適否をご自身で必ずご確認ください。
※参照：別紙「溶接管理技術者 評価試験概要」または溶接管理技術者 HP（http://www.jwes.or.jp/we）

（注）受験条件によっては、卒業証書或いは卒業証明書の写しが必要です。事前に卒業証書或い
は卒業証明書の写しをご用意願います。(評価試験の申込に必要となります。)

７．受講票の送付について：
・申込み受付後に、受講票を受講者本人へ送付いたします。
・受講票は、当日必ずご持参ください。

８．申込み取消について：
・申込み受付後に受講を取り消す場合は、電話連絡をしてください。受講料から手数料1,000
円を差引き返却いたします。
・申込み取消は、開講日３日前まではお受けしますが、これ以降の返金はいたしませんので、
ご注意ください。
・返金に際しましては事務処理の都合上、時間がかかります。ご了承ください。

９．テ キ ス ト：受講に際しては、下記テキストを必携といたします。

１級用テキスト
２級用テキスト

溶接・接合技術総論

3版1刷 発行

【新版】溶接・接合技術入門

定価：9,180円(税込)

第6版3刷 発行

定価：4,011円(税込)

※ 旧 版 ・ 旧 刷 の テ キ ス ト を 持 参 す る 場 合 は 、 正 誤 表 を 溶 接 管 理 技 術 者 HP
（http://www.jwes.or.jp/we）から入手して対応してください。
■ テキスト入手方法：別紙テキスト申込み要領に従って、事前にご購入ください。
（会場での販売は原則いたしません。）
なお、研修では、限られた時間で様々な内容の講義をしますので、
テキストにより予習されることを、お勧めいたします。
■ 『演習問題集』（非売品）を、当日会場にて配付いたします。
■ カメラでのパワーポイント、板書等の撮影は、禁止しております。また、講義の
録音や動画撮影も禁止しております。
10．研修会の日程と会場：

（１）１級および特別級基礎編対象研修会
受講地

仙

台

東

京

名古屋
大

阪

福

岡

受講地ｺｰﾄﾞ

日

程

会

場

収容人数

０２

9月 5日(火)～ 9月 8日(金)

ハーネル仙台（仙台市青葉区）

０５

9月 5日(火)～ 9月 8日(金)

溶接会館（千代田区神田佐久間町）

満席

０６

9月19日(火)～ 9月22日(金)

溶接会館（千代田区神田佐久間町）

満席

０８

9月19日(火)～ 9月22日(金)

名古屋国際会議場（名古屋市熱田区）

１１

8月29日(火)～ 9月 1日(金)

大阪ＹＭＣＡ会館（大阪市西区）

満席

１２

9月12日(火)～ 9月15日(金)

大阪ＹＭＣＡ会館（大阪市西区）

満席

１４

9月11日(月)～ 9月14日(木)

福岡商工会議所（福岡市博多区）

満席

80

80

※上記以外に、静岡県溶接工業協同組合が下記要領にて、１級対象研修会を開催いたします。申込み
およびお問合せは直接下表の静岡県溶接工業協同組合へお願いいたします 。
受講地

静

岡

受講地ｺｰﾄﾞ

１６

日

程

8月28日(月)～ 8月31日(木)

会

場

静岡商工会議所
静岡事務所会館
（静岡市葵区）

収容人数

30

申込み・問合せ先
静岡県溶接工業協同組合

TEL : 054-347-3070

（２）２級対象研修会
受講地

日

受講地ｺｰﾄﾞ

仙

台

東

京

名古屋
大

阪

福

岡

程

会

場

収容人数

５２

9月 5日(火)～ 9月 7日(木)

ハーネル仙台（仙台市青葉区）

満席

５５

9月 5日(火)～ 9月 7日(木)

日本教育会館（千代田区一ツ橋）

満席

５６

9月19日(火)～ 9月21日(木)

日本教育会館（千代田区一ツ橋）

満席

５８

9月19日(火)～ 9月21日(木)

名古屋国際会議場（名古屋市熱田区）

満席

６１

8月29日(火)～ 8月31日(木)

大阪ＹＭＣＡ会館（大阪市西区）

200

６２

9月12日(火)～ 9月14日(木)

大阪ＹＭＣＡ会館（大阪市西区）

満席

６４

9月11日(月)～ 9月13日(水)

福岡商工会議所（福岡市博多区）

満席

※上記以外に、静岡県溶接工業協同組合が下記要領にて、２級対象研修会を開催いたします。申込みお
よびお問合せは直接下表の静岡県溶接工業協同組合へお願いいたします。
受講地

静

日

受講地ｺｰﾄﾞ

岡

６６

程

8月28日(月)～ 8月30日(水)

会

場

静岡商工会議所
静岡事務所会館
（静岡市葵区）

収容人数

満席

申込み・問合せ先
静岡県溶接工業協同組合

TEL : 054-347-3070

11．修了証書：
・研修会の全日程を受講された方には、修了証書が交付されます。修了証書を取得した場合、
評価試験のうち口述試験免除の対象期間が２年間与えられます。ただし、筆記試験の結果
だけでは適格性を評価できないと判断された場合には免除されないことがあります。また、
研修会開催月の次月初旬（5月初旬或いは10月初旬）から評価試験開催日までの約1ヶ月間、
溶接管理技術者２級用電子化教材を閲覧することができます。溶接管理技術者のホームペ
ージ（http://www.jwes.or.jp/we/）からアクセス願います。
・評価試験受験申請書は、研修会当日に行われるガイダンスをお聞きいただき、記入方法を
ご確認の上、必ず修了証書の写しを添付の上、ご送付ください。

●人材開発支援助成金、ＣＰＤＳ等の助成制度について：
・人材開発支援助成金（旧キャリア形成促進助成金）の受給を希望される事業所につきまし
ては、雇用保険適用事業所毎に、その所在する地域の各都道府県労働局にお問合せ願いま
す。各労働局の一覧は、厚生労働省のホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）をご確認
願います。
・人材開発支援助成金、ＣＰＤＳ等の助成制度の活用を希望される場合、必要書類をご準備、
ご記入の上、溶接管理技術者研修会事務局まで返信用封筒を付けてお送りください。事務
処理の都合上、ご返送までにお時間をいただく場合があります。ご了承ください。

平成29年度

ＪＩＳ Ｚ ３４１０
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溶接管理技術者のための研修会用
テキスト申込み要領
〔特別級・１級・
２級受験〕
特別級用・１級用

溶接・接合技術総論（3版１刷）

定価9,180円(税込)

以前、使用しておりました『新版 溶接・接合技術特論』は、研修会には対応しておりません。

２級用
新版

溶接・接合技術入門（第6版3刷）

定価4,011円(税込)

※『溶接・接合技術総論』
『 新版 溶接・接合技術入門』正誤表に関しましては
弊社ホームページ http://www.sanpo-pub.co.jp/news/post̲671.htmlでご確認願います。

【特別級･１級】筆記試験問題と解答例2017年版実題集

定価2,057円（税込）

【２級】筆記試験問題と解答例2017年版実題集

定価1,852円（税込）

申込先① 産報出版株式会社 販売部
※申込書に必要事項を記入の上、書籍代金と送料(一律400円)を添えて現金書留にてお申し込みください。

１万円以上は送料無料。
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-11（TEL03-3258-6411 FAX03-3258-6430）
〒556-0016 大阪市浪速区元町2-8-9
（TEL06-6633-0720 FAX06-6633-0840）
申込先② 一般社団法人日本溶接協会指定機関（裏面にテキストを取り扱う指定機関の一覧を掲載）
※お申込み方法は、お近くの日本溶接協会テキスト取扱い指定機関へお問い合わせください｡
当研修会事務局の日本溶接協会本部ではテキストの取扱いは致しておりません。

申込書
特別級用・１級用

冊／

溶接・接合技術総論

定価9,180円（税込）

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------２級用
冊／ 定価4,011円（税込）
新版 溶接・接合技術入門
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【特別級･１級】筆記試験問題と解答例2017年版実題集

冊／

定価2,057円（税込）

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------冊／

【２級】筆記試験問題と解答例2017年版実題集

定価1,852円（税込）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

●配送先
（会社・自宅）
どちらかにチェック
住 所(〒
−
)

合計

円（税込）

TEL
会社名

氏

名

平成

当研修会事務局の日本溶接協会本部ではテキストの取扱いは致しておりません。

年

月

日
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䛈080-0013 ᖏᗈᕷす㻟᮲༡㻥┠㻝␒ᆅ䠄ᖏᗈၟᕤ㆟ᡤෆ䠅
䛈078-8273 ᪫ᕝᕷᕤᴗᅋᆅ㻟᮲㻞┠㻝㻙㻝㻤䠄᪫ᕝᕤᴗᢏ⾡䝉䞁䝍䞊ෆ䠅

Tel.0155-25-7121

䛈090-0836 ぢᕷᮾ୕㍯㻡㻙䠍㻙㻠䠄ぢᕷᕤᴗᢏ⾡䝉䞁䝍䞊ෆ䠅
䛈030-0921 㟷᳃ᕷཎู㻡㻙㻝㻝㻙㻡㻡

Tel.0157-66-2141

䛈020-0022 ┒ᒸᕷ㏻㻟㻙㻞㻙㻤䠄ᒾᡭ┴㔠ᒓᕤᴗ㤋䠑䠢䠅
䛈980-0811 ྎᕷ㟷ⴥ༊୍␒⏫㻝㻙㻝㻠㻙㻞㻟䠄⨾䝡䝹䠏䠢䠅

Tel.019-652-3921

䛈010-0941 ⛅⏣ᕷᕝᑼ⏫Ꮠᕝ㻝㻣㻜㻙㻠㻠
䛈990-0828 ᒣᙧᕷⴥ⏫㻞㻙㻝㻝㻙㻝㻠

Tel.018-862-5410

䛈960-8042 ⚟ᓥᕷⲨ⏫㻠㻙㻟㻟䠄ᡞ䝡䝹䠎䠢䠅
䛈310-0844 Ỉᡞᕷఫྜྷ⏫㻥㻣㻙㻞䠄䠩䠯䠧䝡䝹䠎䠢䠅

Tel.024-523-1622

䛈321-0923 Ᏹ㒔ᐑᕷୗᰩ⏫㻢㻥㻥㻙㻣
䛈371-0017 ๓ᶫᕷ᪥ྜྷ⏫㻝㻙㻤㻙㻝䠄๓ᶫၟᕤ㆟ᡤෆ䠅

Tel.028-656-9210

䛈333-0844 ᕝཱྀᕷୖ㟷ᮌ㻝㻙㻤㻙㻞㻡
䛈260-0024 ༓ⴥᕷ୰ኸ༊୰ኸ 㻝㻙㻝㻟㻙㻝䠄༓ⴥ┴䜺䝇▼Ἔ㤋䠅

Tel.048-251-2230

䛈136-0072 Ụᮾ༊ᓥ㻟㻙㻝㻙㻝㻝䠄⏘Ꮫ༠ྠ䝉䞁䝍䞊䠎䠢䠅
䛈144-0052 ⏣༊ⵦ⏣㻠㻙㻞㻝㻙㻢䠄⵿㍯䝡䝹䠐䠢䠅

Tel.03-3685-5448

䛈210-0001 ᕝᓮᕷᕝᓮ༊ᮏ⏫㻞㻙㻝㻝㻙㻝㻥䠄䠄୍㈈䠅᪥ᮏ⁐᥋ᢏ⾡䝉䞁䝍䞊ෆ䠅
䛈950-0041 ᪂₲ᕷᮾ༊⮫ ⏫㻟㻙㻠㻢㻜㻥㻙㻝㻝

Tel.044-233-8367

䛈400-0055 ⏥ᗓᕷὠ⏫㻟㻝㻣㻙㻞䠄ᒣ┴㕲ᵓ㤋ෆ䠅
䛈933-0981 㧗ᒸᕷୖ⏫㻝㻡㻜䠄ᐩᒣ┴ᕤᴗᢏ⾡䝉䞁䝍䞊ෆ䠅

Tel.055-241-

䛈923-0804 ᑠᯇᕷග⏫㻞㻡䠄ᑠᯇ㕲ᕤᶵჾ༠ྠ⤌ྜ◊ಟ䝉䞁䝍䞊㻟㝵䠅
䛈910-0831 ⚟ᕷⱝᰤ⏫㻡㻜㻤䠄⚟┴㕲ᕤ㤋㻝㝵䠅

Tel.0761-46-5020

䛈504-0814 ྛົཎᕷ⸽ཎ⯆ள⏫㻝㻙㻝㻣㻙㻝䠄ᕝ༠◊ಟ䝉䞁䝍䞊ෆ䠅
䛈424-0847 㟼ᒸᕷΎỈ༊ᆤ㻝㻙㻡㻙㻝㻣

Tel.0583-83-9382

䛈456-0058 ྡྂᒇᕷ⇕⏣༊භ␒㻟㻙㻠㻙㻠㻝䠄ྡྂᒇᕷᕤᴗ◊✲ᡤෆ䠅
䛈514-0302 ὠᕷ㞼ฟఀὠ⏫㻝㻝㻤㻣䠄䠦䠢䠡㛗䝡䝹䠅

Tel.052-651-6084

䛈520-0865 ὠᕷ༡㒓㻡㻙㻞㻙㻝㻠䠄㈡┴ᴗෆ⫋ᴗカ⦎䝉䞁䝍䞊ෆ䠅
䛈615-0022 ி㒔ᕷྑி༊す㝔ᖹ⏫㻞㻡䠄䝷䜲䝣䝥䝷䝄す㊰ᅄ᮲䠍䠢䠅

Tel.077-534-1140

䛈556-0016 㜰ᕷᾉ㏿༊ඖ⏫㻞㻙㻤㻙㻥䠄㞴Ἴ䝡䝹䠅
䛈650-0025 ⚄ᡞᕷ୰ኸ༊┦⏕⏫㻠㻙㻡㻙㻡䠄ዟ㇂䝡䝹䠅

Tel.06-6649-1405

䛈630-8031 ዉⰋᕷ᯽ᮌ⏫㻝㻞㻥㻙㻝䠄ዉⰋ┴⏘ᴗ⯆⥲ྜ䝉䞁䝍䞊ෆ䠅
䛈649-6264 ḷᒣᕷ᪂ᗉ㻥㻥

Tel.0742-33-6222

䛈683-0845 ⡿Ꮚᕷ䞄ᓮ㻞㻞㻜㻝䠄ᒣ㝜㓟⣲ᕤᴗ㻔ᰴ㻕ෆ䠅
䛈690-0017 ᯇỤᕷすὠ⏣㻝㻙㻥㻙㻡㻜䠄ᓥ᰿┴㚩ᕤ㤋ෆ䠅

Tel.0859-32-2300

䛈701-0145 ᒸᒣᕷ༊ಖ㻢㻢㻝
䛈737-0811 ࿋ᕷす୰ኸ㻟┠㻥㻙㻢䠄ୖᮏ䝡䝹䠎䠢䠅

Tel.086-241-0436

䛈744-0002 ୗᯇᕷᏐᮾ㇏㻝㻡㻠㻣㻙㻞䠄ᅜᒃ䝡䝹䠎䠢䠅
䛈770-8021 ᚨᓥᕷ㞧㈡⏫す㛤㻝㻝㻙㻞䠄ᚨᓥ┴❧ᕤᴗᢏ⾡䝉䞁䝍䞊ෆ䠅

Tel.0833-43-3450

Tel.0166-36-4153
Tel.017-736-9055
Tel.022-263-3468
Tel.023-644-0857
Tel.029-247-8711
Tel.027-230-1020
Tel.043-246-5712
Tel.03-3733-4971
Tel.025-272-7311
Tel.0766-25-7912
Tel.0776-53-5261
Tel.054-347-3070
Tel.059-235-3185
Tel.075-322-8401
Tel.078-341-2195
Tel.073-477-4964
Tel.0852-24-2157
Tel.0823-21-3331
Tel.088-669-4637

䛈760-0080 㧗ᯇᕷᮌኴ⏫䠓༊㻟㻝㻣㻟㻙㻡䠄㤶ᕝ┴㕲ᕤᴗ༠ྠ⤌ྜෆ䠅
Tel.087-834-3777
䛈792-0852 ᪂ᒃᕷᮾ⏣㻞㻙㻝㻟㻤㻡㻙㻝㻔┤㔝䝡䝹䠍㝵ᮾ㻕㻌7el.0897-40-5330
䛈780-0814 㧗▱ᕷ✄Ⲵ⏫㻝㻜㻙㻥㻔㧗▱⁐ᮦ㻔ᰴ㻕ෆ㻕
䛈807-0831 ᕞᕷඵᖭす༊๎ᯇ㻟㻙㻢㻙㻝䠄⚟ᒸ┴ᕤᴗᢏ⾡䝉䞁䝍䞊ෆ䠅

Tel.088-855-3512

䛈849-0932 బ㈡ᕷ㘠ᓥ⏫ඵᡞ⁁㻝㻢㻝㻙㻝㻜
䛈856-0026 ᮧᕷụ⏣㻞┠㻝㻟㻜㻟㻙㻤䠄㛗ᓮ┴ᕤᴗᢏ⾡䝉䞁䝍䞊ෆ䠅

Tel.0952-31-3554

䛈862-0901 ⇃ᮏᕷᮾ༊ᮾ⏫㻟㻙㻝㻝㻙㻟㻤䠄⇃ᮏ┴⏘ᴗᢏ⾡䝉䞁䝍䞊ෆ䠅
䛈870-1117 ศᕷ㧗Ụす㻝㻙㻠㻟㻢㻝㻙㻝㻜䠄ศ┴⏘ᴗ⛉Ꮫᢏ⾡䝉䞁䝍䞊ෆ䠅

Tel.096-369-5519

Tel.093-602-7751
Tel.0957-52-1146
Tel.097-596-7010

䛈880-0303 ᐑᓮᕷబᅵཎ⏫ᮾୖ㑣⌃㻝㻢㻡㻜㻜㻙㻞䠄ᐑᓮ┴ᕤᴗᢏ⾡䝉䞁䝍䞊ෆ䠅 Tel.0985-74-0990
䛈890-0073 㮵ඣᓥᕷᏱᐟ㻞㻙㻥㻙㻟
Tel.099-251-5518
䛈904-2234 䛖䜛䜎ᕷᏐᕞᓮ㻝㻞㻙㻞䠄Ἀ⦖┴ᕤᴗᢏ⾡䝉䞁䝍䞊ෆ䠅

Tel.098-934-9565

