
（一社）山梨県危険物安全協会

１　講習会の日時及び会場　１　講習会の日時及び会場　１　講習会の日時及び会場　１　講習会の日時及び会場　

講　　習　　日 定　員

５月 １８日(土） 　５０名

５月 １９日(日） 　１２０名

５月 ２５日(土） 　１２０名

　危険物に関する法令 　　　※ 都合により、午前と午後の科目が

　基礎的な物理学と基礎的な化学 　　　　　入れ替わることがあります。

　危険物の性質、火災予防及び消火の方法 　　　※ 昼食は各自ご用意ください。　

３　受講申込み手続き等　３　受講申込み手続き等　３　受講申込み手続き等　３　受講申込み手続き等　

　　◎申込み用紙は､当協会及び各消防本部にあります。 （ホームページからも、ダウンロードできます。）

　（１）　直接申込をする場合直接申込をする場合直接申込をする場合直接申込をする場合

　　○申込書に ８，３４０円(受講料・テキスト代)を添えて申し込んでください。すでに、２０１９年度版のテキストを

　　　 お持ちの方は、受講料のみとなります。

　（２）　郵送による申込の場合郵送による申込の場合郵送による申込の場合郵送による申込の場合　< ４月１０日(水) から ５月１４日（火）　必着 >　< ４月１０日(水) から ５月１４日（火）　必着 >　< ４月１０日(水) から ５月１４日（火）　必着 >　< ４月１０日(水) から ５月１４日（火）　必着 >

　　○現金書留に申込書と８，８５０ 円（受講料・テキスト代・送料）を同封し郵送してください。(郵送先は裏面)

　　　 封筒を同封して郵送してください。

４４４４　受講料 ： ４，０００ 円受講料 ： ４，０００ 円受講料 ： ４，０００ 円受講料 ： ４，０００ 円　　　　（テキスト代別。受講料は､受講しなかった場合でも返還いたしません。）（テキスト代別。受講料は､受講しなかった場合でも返還いたしません。）（テキスト代別。受講料は､受講しなかった場合でも返還いたしません。）（テキスト代別。受講料は､受講しなかった場合でも返還いたしません。）

５　５　５　５　受講用テキスト代 ： ４，３４０ 円受講用テキスト代 ： ４，３４０ 円受講用テキスト代 ： ４，３４０ 円受講用テキスト代 ： ４，３４０ 円

(1)　講習会には次のテキストを使用します。

　　　・２０１９年度版危険物取扱必携（法令編）‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐　　定価 １，３４０ 円

　　　・２０１９年度版危険物取扱必携（実務編）‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐定価 １，３４０ 円
　　　・２０１９年度版危険物取扱者試験例題集（乙種第４類）‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐定価 １，６６０ 円　　

（２） 次の例題集も取扱っております。

　　　・甲種＋乙種第１・２・３・５・６類           　 　
　　　　　　　　試験例題集  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     　定価 １，４７０ 円
　　　・丙種　試験例題集　‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     　定価 １，０３０ 円                    （裏面もご覧ください）

午前９時～午後４時  甲府市朝気     ：男女共同参画推進センター

２　講習の科目及び時間　　２　講習の科目及び時間　　２　講習の科目及び時間　　２　講習の科目及び時間　　　（当日は､午前８時４５分より受付を開始します。）

午前 ９時～午後 ４時

　　　　　　　　２０１９（平成３１）年度　乙種第４類危険物取扱者試験

　　　　　 　　　準 　 備 　 講    習  　会     の　  ご　  案 　 内 　

時　　　　間 会　　　　　　　　　　　場

時　　　　間

午前９時～午後４時  富 士 吉 田 市 ：富士吉田市民会館

午前９時～午後４時  甲府市朝気  　 ：男女共同参画推進センター

　午前９時～午前12時

科　　　　　　　　　　　　　目

　山梨県消防試験研究センター　会議室
＜土・日を除く＞ 　　　　（ 甲府市塩部２－２－１５ ）

受　　　　付　　　　日 時　　　　間 受　　　　付　　　　会　　　　場

 ５月  ９日(木） ～ １６日(木）

　午後１時～午後４時

 　 ○２人分以上での申込は、代表者あてに着払いで発送のため送料（５１０円）は不要です。　（８，３４０円×人数分）　　　

 ５月１７日（金） ～ ２４日（金）
＜土・日を除く＞

午前 ９時～午後 ４時 山梨県危険物安全協会　（甲府市中央4－12－21）

　　○すでに、２０１９年度版のテキストをお持ちの方は、申込書、受講料４，０００円及び８２円切手を貼った返信用



６　そ　の　他６　そ　の　他６　そ　の　他６　そ　の　他

　・　　・　　・　　・　受講日の当日は、受講票とテキストを必ず持参してください受講日の当日は、受講票とテキストを必ず持参してください受講日の当日は、受講票とテキストを必ず持参してください受講日の当日は、受講票とテキストを必ず持参してください。。。。
　・　災害その他の事情により講習会を中止又は延期する場合には、山梨県危険物安全協会の
　　　ホームページに掲載します。
　・　各講習会場の駐車台数には限りがありますので、他の交通機関等もご利用ください。
　・　その他詳しいことは、下記にお問い合わせください。
　・　この申込は、受験準備講習会用です。危険物取扱者試験受験の申請は、別に行ってください。

7　問合わせ先、現金書留郵送先7　問合わせ先、現金書留郵送先7　問合わせ先、現金書留郵送先7　問合わせ先、現金書留郵送先

　　　　　　　　　　（一社）山梨県危険物安全協会　

　　　　　　　　　　〒 ４００－００３２　　甲府市中央４－１２－２１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（甲府法人会館　２階）　

　　　　　　　　　　電話・ＦＡＸ　　０５５－２２７－１５９７

＊誠に申し訳ありませんが、 土・日・祝日は電話対応できません。

　　　　　　　【　会　場　案　内　】

○各消防本部などでお配りしている「ご案内」をご覧ください。

○各会場（施設）のホームページでもご確認いただけます。



（一社）山梨県危険物安全協会

１　講習会の日時及び会場　１　講習会の日時及び会場　１　講習会の日時及び会場　１　講習会の日時及び会場　
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３　受講申込み手続き等　３　受講申込み手続き等　３　受講申込み手続き等　３　受講申込み手続き等　

　　◎申込み用紙は､当協会及び各消防本部にあります。 （ホームページからも、ダウンロードできます。）

　（１）　直接申込をする場合直接申込をする場合直接申込をする場合直接申込をする場合

　　○申込書に ８，３４０円(受講料・テキスト代)を添えて申し込んでください。すでに、２０１９年度版のテキストを
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　（２）　郵送による申込の場合郵送による申込の場合郵送による申込の場合郵送による申込の場合　< ４月１０日(水) から ５月１４日（火）　必着 >　< ４月１０日(水) から ５月１４日（火）　必着 >　< ４月１０日(水) から ５月１４日（火）　必着 >　< ４月１０日(水) から ５月１４日（火）　必着 >

　　○現金書留に申込書と８，８５０ 円（受講料・テキスト代・送料）を同封し郵送してください。(郵送先は裏面)

　　　 封筒を同封して郵送してください。

４４４４　受講料 ： ４，０００ 円受講料 ： ４，０００ 円受講料 ： ４，０００ 円受講料 ： ４，０００ 円　　　　（テキスト代別。受講料は､受講しなかった場合でも返還いたしません。）（テキスト代別。受講料は､受講しなかった場合でも返還いたしません。）（テキスト代別。受講料は､受講しなかった場合でも返還いたしません。）（テキスト代別。受講料は､受講しなかった場合でも返還いたしません。）

５　５　５　５　受講用テキスト代 ： ４，３４０ 円受講用テキスト代 ： ４，３４０ 円受講用テキスト代 ： ４，３４０ 円受講用テキスト代 ： ４，３４０ 円

(1)　講習会には次のテキストを使用します。

　　　・２０１９年度版危険物取扱必携（法令編）‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐　　定価 １，３４０ 円

　　　・２０１９年度版危険物取扱必携（実務編）‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐定価 １，３４０ 円
　　　・２０１９年度版危険物取扱者試験例題集（乙種第４類）‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐定価 １，６６０ 円　　

（２） 次の例題集も取扱っております。

　　　・甲種＋乙種第１・２・３・５・６類           　 　
　　　　　　　　試験例題集  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     　定価 １，４７０ 円
　　　・丙種　試験例題集　‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     　定価 １，０３０ 円                    （裏面もご覧ください）

午前９時～午後４時  甲府市朝気     ：男女共同参画推進センター

２　講習の科目及び時間　　２　講習の科目及び時間　　２　講習の科目及び時間　　２　講習の科目及び時間　　　（当日は､午前８時４５分より受付を開始します。）
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　　　　　　　　２０１９（平成３１）年度　乙種第４類危険物取扱者試験

　　　　　 　　　準 　 備 　 講    習  　会     の　  ご　  案 　 内 　
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時　　　　間
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　山梨県消防試験研究センター　会議室
＜土・日を除く＞ 　　　　（ 甲府市塩部２－２－１５ ）

受　　　　付　　　　日 時　　　　間 受　　　　付　　　　会　　　　場

 ５月  ９日(木） ～ １６日(木）

　午後１時～午後４時

 　 ○２人分以上での申込は、代表者あてに着払いで発送のため送料（５１０円）は不要です。　（８，３４０円×人数分）　　　

 ５月１７日（金） ～ ２４日（金）
＜土・日を除く＞

午前 ９時～午後 ４時 山梨県危険物安全協会　（甲府市中央4－12－21）

　　○すでに、２０１９年度版のテキストをお持ちの方は、申込書、受講料４，０００円及び８２円切手を貼った返信用



６　そ　の　他６　そ　の　他６　そ　の　他６　そ　の　他

　・　　・　　・　　・　受講日の当日は、受講票とテキストを必ず持参してください受講日の当日は、受講票とテキストを必ず持参してください受講日の当日は、受講票とテキストを必ず持参してください受講日の当日は、受講票とテキストを必ず持参してください。。。。
　・　災害その他の事情により講習会を中止又は延期する場合には、山梨県危険物安全協会の
　　　ホームページに掲載します。
　・　各講習会場の駐車台数には限りがありますので、他の交通機関等もご利用ください。
　・　その他詳しいことは、下記にお問い合わせください。
　・　この申込は、受験準備講習会用です。危険物取扱者試験受験の申請は、別に行ってください。

7　問合わせ先、現金書留郵送先7　問合わせ先、現金書留郵送先7　問合わせ先、現金書留郵送先7　問合わせ先、現金書留郵送先

　　　　　　　　　　（一社）山梨県危険物安全協会　

　　　　　　　　　　〒 ４００－００３２　　甲府市中央４－１２－２１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（甲府法人会館　２階）　

　　　　　　　　　　電話・ＦＡＸ　　０５５－２２７－１５９７

＊誠に申し訳ありませんが、 土・日・祝日は電話対応できません。

　　　　　　　【　会　場　案　内　】

○各消防本部などでお配りしている「ご案内」をご覧ください。

○各会場（施設）のホームページでもご確認いただけます。


