
事業主・関係者　各位

二級ボイラー技士免許は、労働安全衛生法関係法令の改正により、平成24年4月1日より、従来の受験資格が不要となり、

試験に合格された場合、免許申請の際に免許を受ける資格を証する書面（ボイラー及び圧力容器安全規則第９７条三号）

の添付が必要となります。この免許を受ける資格（交付要件）を取得するための岡山労働局長の登録を受けた「ボイラー

実技講習」を下記の通り開催いたします。

第1日目 学科 　燃焼（6h）、附属設備及び附属品の取扱い①（1h）

　水処理及び吹出し（0.5h）、点検及び異常時の処置（3h）

第3日目 実習 　実地講習及びパソコンシミュレータ操作（7h）

 ボイラー実技テキスト 　2019年2月　改訂第4版3刷

 (新版)ボイラー図鑑 　2019年1月　改訂第2版

購入を希望される方は、添付「二級ボイラー技士免許試験受験用図書申込書」によりお申込みください。

テキスト送料（手数料込)　　中四国9県の場合　600円　その他の地域　700円　

　　次の①～③のいずれかにて岡山支部宛てにお申込みください。

①支部窓口 受講申込書(必要事項記入）、受講料、テキスト代を支部窓口までご持参ください。

受講申込書（必要事項記入）、受講料、テキスト代を下記送付先に現金書留封筒にて送付してください。

1.受講申込書（必要事項記入）を郵送、もしくはFAXでお申込みください。

2.受講料、テキスト代は下記銀行口座へ振り込みをしてください。

●請求書及び領収証が必要な場合、講習申込書の連絡欄に明記してください。

●申込書受理、入金確認後に受講票を発行します。

原則として、講習開始日３カ月前から定員になるまで、常時受付けいたします。

《窓口受付時間》　　月曜日から金曜日の 9：00～17：00　（注）時間外の場合、事前にお電話にてご相談ください。

【現金書留及び講習申込書送付先】

　　〒700-0986　　岡山市北区新屋敷町1-1-18　　山陽新聞新屋敷町ビル7Ｆ

　　　　　　　一般社団法人日本ボイラ協会岡山支部　　　TEL　086-239-9077　　FAX　086-239-9088

【郵便振替の場合】 【銀行振込の場合】

口座番号　：　０１２５０－６－６７９２ 中国銀行　富田町支店　普通預金口座　８３６６４８

（1）電話による申込みは、受付けておりません。必ず添付の講習申込書をご提出ください。

（2）受講票を発行した後のキャンセルに対しては、基本的に受講料等の返金はいたしません。

（3）岡山商工会議所周辺には有料駐車場がございますが台数に限りがございますので、できるだけ

　　公共交通機関をご利用ください。また、3日目実地講習会場につきましては、無料駐車場が利用できます。

（4）講習当日は本人確認書類（運転免許証、健康保険証、住民票等のコピー等）をご持参ください。

（5）受講者数が最少催行人数（10名）に満たない場合は講習会を中止することがあります。

②現金書留

③振　　　込

注 意 事 項

※振込手数料は
ご負担ください

申 込 要 領

受験用図書

修　了　証

申込受付期限

送　付　先

口座名義　：一般社団法人日本ボイラ協会岡山支部

　附属設備及び附属品の取扱い②（2.5h）
講　習　科　目 第2日目 学科

18,360円　　（消費税込）

9：00～17：15

9：00～16：10

9：00～17：10

個人情報の保護
他の講習会のご案内をお送りさせて頂く場合があります。

振　込　先

個人情報の取扱いにあたっては、適切な管理を行い、当講習会実施業務の目的に利用させて頂くほか、

全カリキュラムを修了された方に交付します。（注）欠席、遅刻、早退された場合には交付できません。

受　　講　　料

講習テキスト

送  　料

1,151円　　(消費税込）

1,375円　　(消費税込）

 　二級ボイラー技士免許を取得するための

 ボイラー実技講習のご案内
(岡山労働局長登録番号：岡労収基0731第1号、登録の有効期間の満了日：令和6年9月30日)

講習実施計画
（開催日・会場等）

添付「2019年度ボイラー実技講習実施計画表」に示す通りです。

一般社団法人 日本ボイラ協会岡山支部



回 受講地区 対象者 日程 時間 講習会場 定員

6月10日 (月) 9：00～17：15

6月11日 (火) 9：00～16：10

Ａ 6月12日 (水)

B 6月13日 (木)

8月05日 (月) 9：00～17：15

8月06日 (火) 9：00～16：10

A 8月07日 (水)

B 8月08日 (木)

9月30日 (月) 9：00～17：15

10月01日 (火) 9：00～16：10

Ａ 10月02日 (水)

B 10月03日 (木)

12月02日 (月) 9：00～17：15

12月03日 (火) 9：00～16：10

A 12月04日 (水)

B 12月05日 (木)

(月) 9：00～17：15

3月10日 (火) 9：00～16：10

A 3月11日 (水)

B 3月12日 (木)

1

2 各会場の講習室は、講習会当日、会場の案内板等でご確認ください。

3 岡山商工会議所周辺には有料駐車場がございますが台数に限りがございますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

岡山港湾福祉センターにつきましては、無料駐車場がありますので、ご利用ください。

※講習会場につきましては事前にご確認下さい。

【岡山商工会議所】　　 【岡山港湾福祉センター】

〒700-8556 〒702-8051

岡山市北区厚生町3-1-15 岡山市南区築港元町8-47

http://www.okayama-cci.or.jp/chamber/access.html https://goo.gl/maps/H1aCfP3ZicG2

なお、自家用車を使用される場合は、各自で駐車場を確保の上、受付時間に遅れないようお願いします。

岡山商工会議所

5 岡山
（予定）
一般

（高校生）

岡山商工会議所

岡山港湾福祉センター

また、受講者が40名以下の場合、Ａ日程のみとします。

《備考》
受講者が40名を超える場合、実習(3日目)をＡ、Ｂ日程に分けて実施します。

80 名

一般

岡山 一般

9:00～17：10

9:00～17：10

2020年3月09日

2019年度ボイラー実技講習実施計画表

講習日

岡山商工会議所

岡山
一般

高校生

80 名1 岡山 一般

岡山港湾福祉センター

3

岡山港湾福祉センター

岡山商工会議所

岡山

9:00～17：10

9:00～17：10

2

80 名

岡山商工会議所

岡山港湾福祉センター

岡山港湾福祉センター

80 名

80 名

9:00～17：10

4

一般社団法人 日本ボイラ協会岡山支部

http://www.okayama-cci.or.jp/chamber/access.html
https://goo.gl/maps/H1aCfP3ZicG2
http://www.ocn.jp/jba.oka/


昭　和

平　成

電 話 (昼間連絡の取れる番号) 　：

（記入は任意としますが、事業所よりまとめてお申込みの方は、ご記入ください。）

〒

　　①　ボイラー実技テキスト

　　②　ボイラー図鑑

　（C）　受験用図書　　(希望者のみ)

   連 絡 欄

中四国９県の場合６００円
その他：７００円

岡山支部窓口・現金書留･郵便振替・銀行振込

受講者氏名

改訂

１，１５１円

１，３７５円

　（A）　受　講　料（消費税込）

　　　　　　　　　　　　　円

お支払合計金額 （A）+（B）+（C）+（D）

現　住　所

講習テキスト合計金額

勤 務 先 名

お 支 払 方 法
(何れかを○で囲んでください )

テキスト送付先
 ( 何れかを○で囲んでください )

　（B）　講習テキスト（消費税込）（入用テキストに○印をご記入ください )

受験用図書合計金額

１８，３６０　円

自宅　　・　　勤務先
（未記入の場合、自宅宛て送付）

　　　　　　　　　　　　　円

　（D）　テキスト送料 (手数料込）

　　　　　　　　　　　　　　円

生　年　月　日

　　　  月　　　 日　～　　　月　　　日   実施分

勤 務 先
連 絡 窓 口

申込担当者
連絡先電話番号

申込担当者　部 署

ふりがな

住　　　　　　　　所

　　　　　 年　　 　月　　 　日

申込担当者　氏 名

※本講習前に、免許試験を受験
し、　　合格されていますか。

はい　　　・　　　いいえ

ボ イ ラ ー 実 技 講 習 申 込 書

　　　　　　　　　（※印欄は記入しないでください）

岡　山
受講番号

※

　〒

※楷書で正確にご記入ください。（注）鉛筆書きは不可

お 願 い

【銀行振込の場合】

振込日または予定日をご記入下さい。

月 日

●振替口座番号等は次の通りです。
お間違いのないようにお願いします。
〈ゆうちょ銀行〉
口座番号：01250-6-6792

〈中国銀行〉
富田町支店 普通預金 ８３６６４８

口座名義： 一般社団法人
日本ボイラ協会岡山支部

※※複数名でお申込みの場合※※
人数分まとめてのお振込でも結構です。
なお、送付先が一箇所であれば一名分の
送料で構いません。（代表一名）の申込書
に左記送料を追加してください。



下記のとおり、受験用図書を申し込みます。

コード 価格 冊数 金額

小　　　　　　計

※図書受取方法（ご希望の方法に○印をご記入下さい）

○印

２級ボイラー技士免許試験受験用図書申込書

申込者氏名：

1,375円

図　書　名

6251 2,750円

2550 2,618円

1160

　　最短合格！！2級ボイラー技士試験

過去の２級ボイラー技士免許試験で、実際に出題された「構造」「取
扱」「燃料及び燃焼」「法令」の各科目の公表問題を徹底的に分析
し、オリジナルの多数のイラストとそれに対応した丁寧な解説により、
わかりやすいと評判の一冊！

2級ボイラー技士教本

2,618円6212

2,200円

2級ボイラー技士試験公表問題解答解説[2019年版]

平成27年後期～平成30年前期までに出題された試験問題の中か
ら、公表された問題及び解答と当協会が作成したわかりやすい解説
を収録。出題傾向と問題の難易度を知るために格好の問題集。

図書受取方法

（Ｃ）￥

受験用図書合計金額

2級ボイラー技士免許試験受験準備用として、「構造」「取扱」「燃料
及び燃焼」の試験範囲をすべて網羅しており、図や写真を多数掲載
してわかりやすく解説。免許を取得され取扱いの業務に従事している
方々にもやく立つ一冊。

わかりやすいボイラー及び圧力容器安全規則

1級、2級ボイラー技士免許試験の受験準備やボイラー・圧力容器関
係の講習の「法令科目」を学習する方に説明図を加え、わかりやすく
解説。ボイラー技士の資格を取得された方にも日常業務の中で法令
の理解を深めるために必携の一冊！

2級ボイラー技士免許試験標準問題集[新版]

2級ボイラー技士免許試験を受験する方には、広範囲の問題を数多
く解くことで、より完全な受験対策に。ボイラー技士の方には、ボイ
ラーの幅広い知識を身に付けることに役立つ問題集。

①岡山支部窓口

6930

②講習会テキストと同送

③講習会当日受取

代金支払方法

支部窓口に現金をご持参ください。

今回お申込みの受講料、テキスト代と同じ方法でお支払い下さい。

②と同じ方法か講習会当日現金をご持参ください。


