2021 年度 ⼀般社団法⼈⽇本ＢＰＯ協会主催

第⼀種衛⽣管理者合格対策講座
企業出張研修（講師出張型）のご案内

改訂 2 版

2019 年度受講者アンケート(回答者数 144 名)

受講者満⾜度 99.3％

※「⼤変参考になった」「参考になった」の合計

最新の問題傾向を分析し、指導します︕
第⼀種衛⽣管理者の合格率は、2019 年度は 46.8％、2018 年度は
44.2％です。この数字は全体の合格率であり、初回受験で合格した⽅も
複数回受験した⽅も併せての合格率となっています。
１回で合格するためには、ポイントを押さえた効果的な学習が必須です。
２⽇間の集中講座で、合格のために何を理解しておくべきかの”ポイント”を
図解や語呂合わせ等を使って、わかりやすく教えます。
2021 年度実施（講師出張型）
［講師出張型］
●講師が、貴社のご指定の場所に出張して研修をいたします。

［講座内容］
（1 ⽇⽬）

（2 ⽇⽬）

試験の概要・学習法
労働衛⽣、労働⽣理
問題演習および解説

関係法令
最新過去問題
問題演習および解説

［開催⽇程］
希望⽇をお伺いした後、事務局にて講師と調整のうえ決定することとなります。
※オンラインによる研修もございます。企業出張研修（オンライン型）のご案内をご覧ください。
注）各試験⽇の 2 ヶ⽉前に試験申し込み受付が開始されます。試験⽇程および申し込み等の詳細は、
公益財団法⼈安全衛⽣技術試験協会のホームページ https://www.exam.or.jp/index.htm
をご確認ください。

［受講料］※テキスト、オリジナルレジュメ、過去問題を含む
◇受講料(新規受講)
■会員価格︓ お⼀⼈様 19,000 円(税抜)
■⼀般価格︓ お⼀⼈様 25,000 円(税抜)
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◇受講料(再受講）︓今回お申し込みされる講座開始⽇より過去 2 年以内に、当協会が主催した第⼀種
衛⽣管理者合格対策講座にお申し込みをされ、受講料(新規)を⽀払われた⽅、となります。

■会員価格︓ お⼀⼈様 7,000 円(税抜) ※テキスト代 4,000 円、資料代 3,000 円として
■⼀般価格︓ お⼀⼈様 10,000 円(税抜) ※テキスト代 4,000 円、資料代 3,000 円含む
※上記は、新規 5 名を含む 5 名以上の場合の受講料です。新規 4 名以下での開催を希望される場合の受講料は、
受講⼈数にかかわらず、会員 95,000 円(税抜)、⼀般 125,000 円(税抜)とさせていただきます。

◇会議室のご準備
研修を実施する会議室は、貴社にてご準備ください。
この際、貴社にて新型コロナウイルス感染症等の感染防⽌対策の実施をお願いします。

◇講師交通費および宿泊費
講師の移動にかかる費⽤（交通費、宿泊費）については、全額ご負担いただきます。

◇受講料等のお⽀払い
会員企業︓講座終了後に請求書を発送いたします。
⼀般企業︓受講申込書を受理しましたら、請求書を発送いたします。
開講⽇の 2 週間前までにお振込みください。テキスト及び資料は、⼊⾦確認後に発送します。

［実施に際して］
録⾳・録画は、固くお断りいたします。
テキスト及び資料は、開講⽇の約 1 週間前に申込書記載の「テキスト送付先」（1 か所）へ発送いたします。
新型コロナウイルス感染症等の感染状況により、オンラインによる研修への切替をご提案する場合や、研修を中⽌と
させていただく場合があります。予めご了承ください。

［キャンセル］
開催⽇を起算⽇とし、4 営業⽇前からのキャンセルは、受講料全額をご負担いただきます。

［合格者の声］

◇今回の⼀発合格は先⽣の講座のおかげです。試験に「よく出る」「超出る」と要点を絞って
教えてくださったところが本当に試験で出題されました︕
◇第⼀種衛⽣管理者の試験に⼀発で合格することができました。講座の中で、出題頻度の
⾼い問題のポイントをご教⽰いただいたことや、テキストの中に過去の問題集があり、繰り返
し解いたことで試験に対する⾃信を持って挑めました。今回の講座を受講しなければ合格
することはなかったと思います。
◇合格しました︕何度か⾃⼰勉強だけで受験しましたが、ダメでした。今回受講して、基礎を
しっかり学び、的確なアドバイスもあり、念願の「合格」となりました。
◇先⽣から教えていただいた覚え⽅は過去問を勉強していると、とても頭に⼊りやすく、短い勉
強時間でも確実に覚えることができました。この講座を受けなければ、かなり効率の悪い勉
強⽅法になっていたと思います。本当に感謝しております。

［お問い合わせ先］⼀般社団法⼈ ⽇本ＢＰＯ協会 事務局
TEL︓０３－６７２１－５３６１ ／ FAX︓０３－６７２１－５３６２
E-mail︓seminar@bpo.or.jp
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⼀般社団法⼈⽇本ＢＰＯ協会 ⾏

FAX 番号︓０３－６７２１－５３６２

第⼀種衛⽣管理者合格対策講座（2021 年度）

出張研修（企業単位での実施）受講申込書

開催⽇程
受講者

・ 開催⽇程︓

年

⽉

⽇(

) ・

・ 開始時刻・終了時刻

※いずれかに☑をお願いいたします。

□原則どおり 9:30〜17:00 ／ □希望あり →

⽉
時

⽇(
分〜

)
時

分

・ 別途、受講者名簿のご提出をお願いいたします。
※任意の様式にて、受講者の⽒名・フリガナ・当協会での講座受講歴(新規・再受講の区分)を記載。
再受講に該当する⽅は、「今回お申し込みされる講座開始⽇より過去２年以内に当協会が主催した
第⼀種衛⽣管理者合格対策講座にお申し込みをされ、受講料(新規)を⽀払われた⽅」となります。

企業名

□会員 □物流部会会員 □⼀般

※いずれかに☑をお願いいたします。

ご担当者様
(⽒名・部署名)
住所
TEL・FAX

〒

TEL︓

FAX︓

E-mail
講師の宿泊

□有 ／ □無

必要の有無

有の場合、原則として貴社にてご予約をお願いいたします。

テキスト
送付先
請求書
送付先

※いずれかに☑をお願いいたします。

□上記住所・担当者様と同じ □送付先指定(下記に住所、お受取ご担当者様、電話をご記⼊ください)

〒
TEL:
□上記住所・担当者様と同じ □送付先指定(下記に住所、お受取ご担当者様をご記⼊ください)

〒

その他、ご要望等ございましたら、ご記⼊ください。

［申し込みについて］ ※FAX もしくは E-mail にてお申し込みください。
⼀般社団法⼈⽇本ＢＰＯ協会 事務局
FAX 番号︓ ０３－６７２１－５３６２

E-mail: seminar@bpo.or.jp

※パンフレット記載事項を必ずご確認のうえ、お申し込みください。
※録⾳・録画・撮影等は固くお断りします。
※会議室のご準備、講師交通費および宿泊費等につきましては、貴社にてご負担いただくこととなります。また、受講者⼈数は、新規 5 名を
含む 5 名以上とさせていただき、新規 4 名以下での開催をご希望される場合は、会員 95,000 円、会員以外 125,000 円(税抜)となります。
※開催⽇を起算⽇とし、4 営業⽇前からのキャンセルは、受講料全額をご負担いただきます。
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2021 年度 ⼀般社団法⼈⽇本ＢＰＯ協会主催

第⼀種衛⽣管理者合格対策講座
企業出張研修（オンライン型）のご案内

改訂 2 版

2019 年度受講者アンケート(回答者数 144 名)

受講者満⾜度 99.3％

※「⼤変参考になった」「参考になった」の合計

最新の問題傾向を分析し、指導します︕
第⼀種衛⽣管理者の合格率は、2019 年度は 46.8％、2018 年度は
44.2％です。この数字は全体の合格率であり、初回受験で合格した⽅も
複数回受験した⽅も併せての合格率となっています。
１回で合格するためには、ポイントを押さえた効果的な学習が必須です。
２⽇間の集中講座で、合格のために何を理解しておくべきかの”ポイント”を
図解や語呂合わせ等を使って、わかりやすく教えます。
2021 年度実施（オンライン型）
［オンライン研修］
●オンライン会議システムを使⽤して、講師の⽣講義を配信します。⼀⽅通⾏の講義配信ではなく、講師が受講⽣に
質問したり、受講⽣にも質問タイムを設けます。受講⽣全員が参加して問題演習を⾏うなど、双⽅向の研修です。
●受講⽣はパソコンやタブレットを使い、事前に案内されたＵＲＬにアクセスするだけで受講することができます。

［講座内容］
（1 ⽇⽬）

（2 ⽇⽬）

試験の概要・学習法
労働衛⽣、労働⽣理

関係法令
最新過去問題

問題演習および解説

問題演習および解説

［開催⽇程］
希望⽇をお伺いした後、事務局にて講師と調整のうえ決定することとなります。
注）各試験⽇の 2 ヶ⽉前に試験申し込み受付が開始されます。試験⽇程および申し込み等の詳細は、
公益財団法⼈安全衛⽣技術試験協会のホームページ https://www.exam.or.jp/index.htm
をご確認ください。
2107-1

［受講料・オンライン配信料］※テキスト、オリジナルレジュメ、過去問題を含む
◇受講料(新規受講)
■会員価格︓ お⼀⼈様 19,000 円(税抜)
■⼀般価格︓ お⼀⼈様 25,000 円(税抜)
◇受講料(再受講）︓今回お申し込みされる講座開始⽇より過去 2 年以内に、当協会が主催した第⼀種
衛⽣管理者合格対策講座にお申し込みをされ、受講料(新規)を⽀払われた⽅、となります。

■会員価格︓ お⼀⼈様 7,000 円(税抜) ※テキスト代 4,000 円、資料代 3,000 円として
■⼀般価格︓ お⼀⼈様 10,000 円(税抜) ※テキスト代 4,000 円、資料代 3,000 円含む
※上記は、新規 5 名を含む 5 名以上の場合の受講料です。新規 4 名以下で開催を希望される場合の受講料は、
受講⼈数にかかわらず、会員 95,000 円(税抜)、⼀般 125,000 円(税抜)とさせていただきます。

◇オンライン配信料
上記受講料に加えて、オンライン配信会場費等の経費としてについて、受講者⼈数に関わりなく研修 1 講座あたり
50,000 円（税抜）のオンライン配信料を申し受けます。

◇受講料・オンライン配信料のお⽀払い
会員企業︓講座終了後に請求書を発送いたします。
⼀般企業︓受講申込書を受理しましたら、請求書を発送いたします。
開講⽇の 2 週間前までにお振込みください。テキスト及び資料は、⼊⾦確認後に発送します。

［実施に際して］
受講申込にあたっては、パソコン・タブレット等の機材（カメラ・マイク・スピーカーを使⽤）、オンラインで受講可能な
通信環境についてご確認ください。録⾳・録画は、固くお断りいたします。
テキスト及び資料は、開講⽇の約 1 週間前に申込書記載の「テキスト送付先」（1 か所）へ発送いたします。

［キャンセル］
開催⽇を起算⽇とし、4 営業⽇前からのキャンセルは、受講料全額をご負担いただきます。

［合格者の声］

◇今回の⼀発合格は先⽣の講座のおかげです。試験に「よく出る」「超出る」と要点を絞って教え
てくださったところが本当に試験で出題されました︕
◇第⼀種衛⽣管理者の試験に⼀発で合格することができました。講座の中で、出題頻度の⾼い
問題のポイントをご教⽰いただいたことや、テキストの中に過去の問題集があり、繰り返し解いた
ことで試験に対する⾃信を持って挑めました。今回の講座を受講しなければ合格することはなか
ったと思います。
◇合格しました︕何度か⾃⼰勉強だけで受験しましたが、ダメでした。今回受講して、基礎をしっ
かり学び、的確なアドバイスもあり、念願の「合格」となりました。

［お問い合わせ先］⼀般社団法⼈ ⽇本ＢＰＯ協会 事務局
TEL︓０３－６７２１－５３６１ ／ FAX︓０３－６７２１－５３６２
E-mail︓seminar@js-gino.org
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⼀般社団法⼈⽇本ＢＰＯ協会 ⾏

FAX 番号︓０３－６７２１－５３６２

第⼀種衛⽣管理者合格対策講座（2021 年度）

オンライン出張研修（企業単位での実施）受講申込書
⽉
⽇( ) ・
・ 開始時刻・終了時刻 ※いずれかに☑をお願いいたします。
・ 開催⽇程︓

開催⽇程
受講者

年

□原則どおり 9:30〜17:00 ／ □希望あり →

時

⽉
分〜

⽇(

)

時

分

・ 別途、受講者名簿のご提出をお願いいたします。
※任意の様式にて、受講者の⽒名・フリガナ・当協会での講座受講歴(新規・再受講の区分)を記載。
再受講に該当する⽅は、「今回お申し込みされる講座開始⽇より過去２年以内に当協会が主催した
第⼀種衛⽣管理者合格対策講座にお申し込みをされ、受講料(新規)を⽀払われた⽅」となります。

企業名

□会員 □物流部会会員 □⼀般

※いずれかに☑をお願いいたします。

ご担当者様
(⽒名・部署名)

住所

TEL・FAX

〒

TEL︓

FAX︓

E-mail
テキスト
送付先
請求書
送付先

□上記住所・担当者様と同じ □送付先指定(下記に住所、お受取ご担当者様、電話をご記⼊ください)

〒
TEL:
□上記住所・担当者様と同じ □送付先指定(下記に住所、お受取ご担当者様をご記⼊ください)

〒

その他、ご要望等ございましたら、ご記⼊ください。

［申し込みについて］ ※FAX もしくは E-mail にてお申し込みください。
⼀般社団法⼈⽇本ＢＰＯ協会 事務局
FAX 番号︓ ０３－６７２１－５３６２

E-mail: seminar@js-gino.org

※パンフレット記載事項を必ずご確認のうえ、お申し込みください。
※録⾳・録画・撮影等は固くお断りします。
※受講者⼈数は、新規 5 名を含む 5 名以上とさせていただきます。
新規 4 名以下での開催をご希望される場合は、会員 95,000 円、会員以外 125,000 円(税抜)となります。
※開催⽇を起算⽇とし、4 営業⽇前からのキャンセルは、受講料全額をご負担いただきます。
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