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お知らせ 
今後、新型コロナウイルスの感染状況によっては、講習会（オンライン講習を除く。）の開催が変更となる
可能性があります。 
その場合、以下のサイト（二次元コード）でご案内します。ご注意ください。 

https://www.khk.or.jp/qualification/examination_course/info_01.html 
 本件お問い合わせ先：電話 03-3436-6102 受付時間 9:30～17:30（土日祝日を除く） 

第二種冷凍機械・第三種冷凍機械講習をお申込みされる方へ 
 上記の講習については、オンライン講習（インターネット回線を利用した映像配信による講習）で実施しま
す。これにより、お申込みもインターネットでの受付に限定します。 
受講を希望される方は、ご注意ください。 

 オンライン講習に関するご案内は、以下のサイト（二次元コード）に掲載しています。 
https://www.khk.or.jp/qualification/course_information/ 
 

※オンライン講習の実施方法やインターネット利用環境がない方は、以下にお問い合せください。 
インターネット利用環境がない方へはオンライン講習以外での受講方法についてご案内いたします。 
本件のお問い合わせ先： 教育事業部 電話 03-3436-6102 受付時間 9:30～17:30（土日祝日を除く。） 

 中部支部  電話 052-221-8730 受付時間 9:00～17:00（土日祝日を除く。） 
 近畿支部  電話 06-6312-4052 受付時間 9:00～17:00（土日祝日を除く。） 
 中国支部  電話 082-243-8016 受付時間 9:00～17:00（土日祝日を除く。） 

【お申込方法】 
◇別表１(4～5 ページ)の開催地一覧からご希望の会場を選び、次のいずれかの方法でお申込みください。 

・インターネットによるお申込み（第一種・第二種・第三種冷凍機械） 
｢ＫＨＫホームページ｣（以下の URL 又は二次元コード）からお申込みください。 

https://www.khk.or.jp/qualification/course_information/ 
お申込みは、｢個人申込｣と｢法人申込｣が選択できます。複数者のお申込みをされる場合には、簡単で便利な｢法人申込｣

をおすすめします。（7 ページ参照） 
<インターネットのお申込み画面は、下記の受付期間中のみ、アクセスできます｡> 

・郵便振替によるお申込み（第一種冷凍機械のみ） 
高圧ガス保安協会指定の専用郵便振替用紙がお申込み用紙となります。必要事項を記載して郵便局の窓口でお手続き

ください。専用郵便振替用紙は１名のお申込みにつき１枚必要です。（7 ページ参照） 

【受付期間】  
・インターネットによるお申込み 
◇第一種冷凍機械 令和 4 年 2 月 28 日(月) ～3 月２0 日(日) 
◇第二種・第三種冷凍機械 令和 4 年 4 月 11 日(月) ～5 月 1 日(日) 

（初日は９時３０分から受付を開始し、最終日は１７時迄の受付となります。） 
・郵便振替によるお申込み ※第二種・第三種は対象外です。 
◇第一種冷凍機械 令和 4 年 2 月 28 日(月) ～3 月 18 日(金) 

令和 4年度 上期 

高圧ガス製造保安責任者 
 
 

講習会開催のご案内 
 ＜一部の地域では関連団体に委託して実施します。＞ 

第一種冷凍機械・第二種冷凍機械・第三種冷凍機械 
 

講習受講後の検定試験に
合格すると、国家試験の
一部免除が受けられます 

資格取得の目的以外
に、保安教育の一環と
してもご利用ください 

高圧ガス保安協会 

資格取得には、 
助成制度があります 
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※受付期間中でも定員に達した場合は、受付を締切ります。ただし、上記期間中に定員に満たなかった場合には、締切日後
でも｢追加受付｣をする場合があります。 第一種冷凍はご希望の講習開催地の実施事務所（別表２のうち該当する事務所）
へ、第二種冷凍と第三種冷凍は以下にお問合わせください。 
（追加受付の方法は、実施事務所により異なりますので必ずご確認ください。） 

   お問い合わせ：教育事業部 電話 03-3436-6102 

【受講料と支払方法】(注：受講料は、検定試験の受検料を含みます｡) 

講習の種類 受講料(インターネット申込) 受講料(郵便振替申込) 

第一種冷凍機械 ２９,０００円（消費税込） ２９,６００円（消費税込） 

第二種冷凍機械 ２４,９００円（消費税込）  

第三種冷凍機械 １９,５００円（消費税込）  
 
・インターネットによるお申込みの場合  

◇お申込み手続終了後、指定された銀行口座に指定期日迄に着金するようにお振込みください。 
◇受講料のお支払いに必要な振込手数料は、お申込者のご負担となります。 
◇インターネット申込をされた方は、専用郵便振替用紙で受講料を支払わないでください。必ず、指定された銀行口座にお

振込ください。口座番号は、お申込み毎に異なります。振込先と依頼人名の誤りにご注意ください。 
・郵便振替によるお申込みの場合 

◇高圧ガス保安協会指定の専用郵便振替用紙を使用して郵便局の窓口で必ず現金でお支払いください。 
◇受講料のお支払いに必要な払込手数料は、お申込者のご負担となります。 
◇専用郵便振替用紙を講習実施事務所等へ直接持参されても受付できません。 
◇指定期日までに着金されなかった場合や、お支払金額に相違があった場合は、受付できないことがあります。 

 
【申込内容の変更・取消について】 

◆申込内容の変更・取消は、以下の期日の１５時まで受け付けます。  
第一種冷凍機械 ３月２４日(木) 第二種・第三種冷凍機械 ５月９日(月) 

 
上記期日以降の変更・取消は、受付できません。欠席、受講キャンセルに伴う返金はできません。 

◆法人申込の場合、上記期日までに取消手続きを完了していただかないと申込者に債務が発生します。講習会への出欠に
かかわらず、受講料をお支払いいただくこととなりますので、ご注意ください。なお受講者の変更は第一種冷凍機械に限
り上記期日以降でも可能です。 

 
【受講票・受検票の送付】 

◇当該受付期間内に受け付けられた方の受講票・受検票は、以下の期日に全国一斉発送する予定です。発送日から１０日以
上経過しても届かない場合は、高圧ガス保安協会（TEL 03-3436-6102）までお問い合わせください。  

・第一種冷凍機械   3 月３１日（木） 
送付された受講票・受検票には、必ず写真を貼付して講習当日にご持参ください。なお、貼付が必要な写真は、パス
ポート用サイズ（縦 4.5cm×横 3.5cm、正面、無帽、無背景）１枚です。（講習会場・検定会場での受付時に受講票・
受検票に写真が貼付されていない場合、受講・受検できなくなります。） 

・第二種冷凍機械・第三種冷凍機械 ５月２６日（木） 
オンライン講習となりますので、受講票・受検票の送付に代えてオンライン講習用サイトにアクセスするための情報
を以下の日までに受講予定者への申込時に登録したメールアドレスに送信いたします。また、メールには、オンライ
ン講習に係る重要な情報を記載していますので、必ずご確認ください。 

◇検定試験の受験については、別途ご案内します。 
◇オンライン講習は、株式会社デジタル・ナレッジが提供する配信サイトで実施しますので、お申込み前に以下の URL に
アクセスいただき、動作環境を必ずご確認ください。 

 ※「受講者クライアント（レスポンシブデザイン）」の内容をご確認ください。 
 
  https://www.digital-knowledge.co.jp/product/kd/price_kd/ 
 

  ◇オンライン講習の詳細につきましては、あらためて協会 HP にてお知らせいたします。 
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【使用教材の販売】 
講習名 分類 書籍名 出版元 備考 

第一種 
・第二種 
冷凍機械 

テキスト 
上級冷凍受験テキスト(第 8 次改訂版) <共通> （公社） 

日本冷凍空調学会 

4,000 円 

冷凍関係法規集(第 59 次改訂版) 1,800 円 

補助教材 高圧ガス保安法概要（一・二・三種冷凍編）第 2 次改訂版 高圧ガス保安協会 710 円 

第三種 

冷凍機械 

テキスト 
初級冷凍受験テキスト(第 8 次改訂版) （公社） 

日本冷凍空調学会 

2,900 円 

冷凍関係法規集(第 59 次改訂版) 1,800 円 

補助教材 高圧ガス保安法概要（一・二・三種冷凍編）第 2 次改訂版 高圧ガス保安協会 710 円 

◇補助教材「高圧ガス保安法令概要」は、法令講義で使用しているパワーポイントのスライドに加え、法令テキスト（冷凍
関係法規集）とリンクするページを示しております。講習会の法令科目を受講する場合は、より理解を促進するのに最
適な書籍です。冷凍関係法規集と併せてご利用ください。  

◇テキスト等のご注文（テキスト等は事前に購入してください。） 
・テキスト等の販売方法は、別表２(6 ページ)に記載の実施事務所等にお問い合わせください。 
・テキスト代金の振込先は、受講料の振込口座とは異なります。 

テキスト代金は、インターネットによるお申し込み時にご案内する口座へのお振り込みをしないようにご注意くださ
い。 

【新型コロナウイルス感染拡大防止に係るお願い】 
◇次に該当する方は、講習会等に参加することができませんので、ご了承ください。 
・新型コロナウイルスに罹患し、治癒されていない方 
・発熱や咳・咽頭痛などの症状のある方 
・新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した者と濃厚接触がある方 
・過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等に滞在した方 
◇講習会等の当日は、マスクを着用していただくとともに、咳エチケット、手洗いにご協力ください。 
◇講習会場や検定会場では、休憩時間などで他の参加者と密接な状態とならないよう、ご配慮ください。 
◇講習会等の当日、お出かけ前に検温を行い、発熱のないことをご確認ください。 

発熱がある場合は、参加を自粛くださいますようお願いします。 
◇講習会場、検定会場では、主催者による検温を実施する場合があります。 

主催者による検温の結果、発熱が認められるときは、受講・受検をお断りしますので、ご了承ください。 
※検温は受付等で行いますので、開始 20～30 分前までには会場においでください。 

◇講習会場、検定会場の入口又は受付付近に消毒用アルコールを設置しますので、手指の殺菌をお願いします。 
注）上記の内容は、国、地方自治体等の方針により変更することがあります。変更などの情報は、高圧ガス保安協会ホーム
ページに掲載しますので、そちらをご確認ください。   

【講習時間】 
◇各講習は、次の内容で講義します。なお、すべての科目を受講しなければ、検定試験を受検することはできません。 

 ・第一種、第二種冷凍機械：「学識」、「保安管理技術」、「法令」 
 ・第三種冷凍機械：「保安管理技術」、「法令」  

◇第一種冷凍機械は、各日とも 9 時～17 時（うち 7 時間）の予定ですが、使用する会場等の都合により開始時間が異なる
場合があります。必ず送付される受講票・受検票でご確認ください。なお、講習開始時間に遅れた場合、早退した場合、
長時間にわたって離席した場合など、所定の講習時間を満たしていないときは、検定試験を受検することはできません。 

◇オンライン講習となる第二種・第三種冷凍機械は、期間中に所定の講習時間（21時間以上）の動画教材の視聴を完了し、
その後の受講に際してのアンケートにお答えいただくことで講習完了となります。 
 

【検定試験時間等】 
◇検定試験は、次の時間で行います。 

  ・第一種冷凍機械：「学識（記述）」１０時～１２時  「保安管理技術（択一）」１３時～１４時３０分 
  ・第二種冷凍機械：「学識（択一）」１０時～１２時  「保安管理技術（択一）」１３時～１４時３０分 
  ・第三種冷凍機械：「保安管理技術（択一）」１０時～１１時３０分 

なお、検定試験の１科目目を受検していない場合は、２科目目の受検はできません。 

検定試験では、四則計算のみができる電卓の使用は認めますが、関数電卓の使用は禁止します。 
◇使用できる電卓の条件 

・四則計算のみできるもの    ・電池(太陽電池を含む)内蔵型のもの 
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※受付期間中でも定員に達した場合は、受付を締切ります。ただし、上記期間中に定員に満たなかった場合には、締切日後
でも｢追加受付｣をする場合があります。 第一種冷凍はご希望の講習開催地の実施事務所（別表２のうち該当する事務所）
へ、第二種冷凍と第三種冷凍は以下にお問合わせください。 
（追加受付の方法は、実施事務所により異なりますので必ずご確認ください。） 

   お問い合わせ：教育事業部 電話 03-3436-6102 

【受講料と支払方法】(注：受講料は、検定試験の受検料を含みます｡) 

講習の種類 受講料(インターネット申込) 受講料(郵便振替申込) 

第一種冷凍機械 ２９,０００円（消費税込） ２９,６００円（消費税込） 

第二種冷凍機械 ２４,９００円（消費税込）  

第三種冷凍機械 １９,５００円（消費税込）  
 
・インターネットによるお申込みの場合  

◇お申込み手続終了後、指定された銀行口座に指定期日迄に着金するようにお振込みください。 
◇受講料のお支払いに必要な振込手数料は、お申込者のご負担となります。 
◇インターネット申込をされた方は、専用郵便振替用紙で受講料を支払わないでください。必ず、指定された銀行口座にお

振込ください。口座番号は、お申込み毎に異なります。振込先と依頼人名の誤りにご注意ください。 
・郵便振替によるお申込みの場合 

◇高圧ガス保安協会指定の専用郵便振替用紙を使用して郵便局の窓口で必ず現金でお支払いください。 
◇受講料のお支払いに必要な払込手数料は、お申込者のご負担となります。 
◇専用郵便振替用紙を講習実施事務所等へ直接持参されても受付できません。 
◇指定期日までに着金されなかった場合や、お支払金額に相違があった場合は、受付できないことがあります。 

 
【申込内容の変更・取消について】 

◆申込内容の変更・取消は、以下の期日の１５時まで受け付けます。  
第一種冷凍機械 ３月２４日(木) 第二種・第三種冷凍機械 ５月９日(月) 

 
上記期日以降の変更・取消は、受付できません。欠席、受講キャンセルに伴う返金はできません。 

◆法人申込の場合、上記期日までに取消手続きを完了していただかないと申込者に債務が発生します。講習会への出欠に
かかわらず、受講料をお支払いいただくこととなりますので、ご注意ください。なお受講者の変更は第一種冷凍機械に限
り上記期日以降でも可能です。 

 
【受講票・受検票の送付】 

◇当該受付期間内に受け付けられた方の受講票・受検票は、以下の期日に全国一斉発送する予定です。発送日から１０日以
上経過しても届かない場合は、高圧ガス保安協会（TEL 03-3436-6102）までお問い合わせください。  

・第一種冷凍機械   3 月３１日（木） 
送付された受講票・受検票には、必ず写真を貼付して講習当日にご持参ください。なお、貼付が必要な写真は、パス
ポート用サイズ（縦 4.5cm×横 3.5cm、正面、無帽、無背景）１枚です。（講習会場・検定会場での受付時に受講票・
受検票に写真が貼付されていない場合、受講・受検できなくなります。） 

・第二種冷凍機械・第三種冷凍機械 ５月２６日（木） 
オンライン講習となりますので、受講票・受検票の送付に代えてオンライン講習用サイトにアクセスするための情報
を以下の日までに受講予定者への申込時に登録したメールアドレスに送信いたします。また、メールには、オンライ
ン講習に係る重要な情報を記載していますので、必ずご確認ください。 

◇検定試験の受験については、別途ご案内します。 
◇オンライン講習は、株式会社デジタル・ナレッジが提供する配信サイトで実施しますので、お申込み前に以下の URL に
アクセスいただき、動作環境を必ずご確認ください。 

 ※「受講者クライアント（レスポンシブデザイン）」の内容をご確認ください。 
 
  https://www.digital-knowledge.co.jp/product/kd/price_kd/ 
 

  ◇オンライン講習の詳細につきましては、あらためて協会 HP にてお知らせいたします。 
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・音を発しないもの         ・プリンタを内蔵していないもの 
ただし、次の機能が付加されている電卓も使用可能とします。 
①開平計算（平方根の計算）、百分率計算、税計算ができるもの 
②数値メモリ、符号変換、リセット、消去、電源の入り切りができるもの 
③商売計算(原価、売価、粗利率)、通貨換算、日数、時間計算、検算ができるもの 
④切り上げ、四捨五入、切り捨て、少数点以下の位取りのスライドスイッチがあるもの 
⑤時計付きのもの 

【検定会場地図】 
◇第一種冷凍機械講習 
講習会場の地図は、受講票・受検票でご確認ください。ＫＨＫのホームページ上でもご覧いただけます。 
（検定会場の詳細については、講習会場でお知らせいたします。なお、講習会場と検定会場はセットとなりますので、
検定会場の変更はできません。） 

 
◇第二種冷凍機械・第三種冷凍機械講習 
検定会場の地図は、オンライン講習配信システムにログインしてご確認ください。 
（検定会場の詳細については、配信システムでお知らせします。） 
 

別表１ 
講習開催地一覧 

 
第一種冷凍機械講習(略称 一冷講習)  (講習コード５７)  【検定試験日】令和 4 年５月 29 日（日） 

会場 コード 講習日 定員 講習会場 検定会場 

宮城県 041 4 月 18 日(月) ～ 4 月 20 日(水) 40 名 宮城県管工事会館 宮城県管工事会館 

東京都 1 131 4 月 11 日(月) ～ 4 月 13 日(水) 180 名 連合会館 未定 

東京都 2 132 5 月 11 日(水) ～ 5 月 13 日(金) 180 名 連合会館 未定 

愛知県 231 4 月 25 日(月) ～ 4 月 27 日(水) 90 名 名古屋市中小企業振興会館 名古屋市中小企業振興会館 

大阪府１ 271 4 月 11 日(月) ～ 4 月 13 日(水) 108 名 エル・おおさか 未定 

大阪府２ 272 4 月 25 日(月) ～ 4 月 27 日(水) 150 名 大阪ＹＭＣＡ会館 未定 

福岡県 401 4 月 26 日(火) ～ 4 月 28 日(木) 90 名 福岡商工会議所 福岡商工会議所ビル 

【オンライン講習】 
第二種冷凍機械講習、第三種冷凍機械講習は、オンライン講習で実施します。 
オンライン講習の実施方法やインターネット利用環境がない方は、以下にお問合せください。 
インターネット利用環境がない方へはオンライン講習以外での受講方法についてご案内いたします。 
お問合せ先：教育事業部 電話 03-3436-6102 受付時間 9:30～17:30（土日祝日を除く。） 

中部支部  電話 052-221-8730 受付時間 9:00～17:00（土日祝日を除く。） 
近畿支部  電話 06-6312-4052 受付時間 9:00～17:00（土日祝日を除く。） 
中国支部  電話 082-243-8016 受付時間 9:00～17:00（土日祝日を除く。） 

第二種冷凍機械講習(略称 二冷講習) インターネット申込のみ 【検定試験日】令和 4 年７月 3 日（日） 
会場 コード オンライン講習期間 定員 検定会場 

北海道 011  

 

５月２７日（金）～

６月１７日（金） 

 

 

 

 

 

40 名 道民活動振興センターかでる２・７ 

岩手県 031 27 名 岩手県ガス会館 

宮城県 041 40 名 宮城県管工事会館 

茨城県 081 50 名 茨城県産業会館 

埼玉県 111 110 名 さいたま共済会館 

千葉県 121 70 名 千葉県経営者会館 

東京都 131 200 名 未定 

神奈川県 141 70 名 湘南工科大学 

長野県 201 50 名 松本市勤労者福祉センター 
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会場 コード オンライン講習期間 定員 検定会場 

静岡県 221  

 

 

５月２７日（金）～

６月１７日（金） 

 

80 名 静岡商工会議所 静岡事務所会館 

愛知県 231 90 名 名古屋市中小企業振興会館 

滋賀県 251 30 名 滋賀県教育会館 

大阪府 271 200 名 未定 

岡山県 331 50 名 岡山商工会議所 

広島県 341 70 名 広島県情報プラザ 

山口県 351 45 名 山口県セミナーパーク 

香川県 371 30 名 地域職業訓練センター 

福岡県 401 80 名 九州ビル 

鹿児島県 461 40 名 鹿児島県市町村自治会館 

沖縄県 471 20 名 沖縄産業支援センター 

第三種冷凍機械講習(略称 三冷講習)  インターネット申込のみ  【検定試験日】令和 4 年７月 3 日（日） 
会場 コード オンライン講習期間 定員 検定会場 

北海道 011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月２７日（金）～

６月１７日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 名 (財)道民活動振興センターかでる２・７ 

岩手県 031 27 名 岩手県ガス会館 

宮城県 041 40 名 宮城県管工事会館 

茨城県 081 50 名 茨城県産業会館 

栃木県 091 40 名 とちぎ流通センター協同組合連合会館 

埼玉県 111 160 名 さいたま共済会館 

千葉県 121 70 名 千葉県経営者会館 

東京都 131 190 名 全国家電会館 

神奈川県 141 100 名 湘南工科大学 

新潟県 151 30 名 新潟県冷凍会館 会議室 

富山県 161 60 名 ボルファートとやま 4 階 真珠の間 

長野県 201 50 名 松本市勤労者福祉センター 

岐阜県 211 35 名 岐阜県エル・ピー・ジー会館 

静岡県 221 80 名 静岡商工会議所 静岡事務所会館 

愛知県 231 90 名 名古屋市中小企業振興会館 

三重県 241 40 名 三重県水産会館 4 階研修室 

滋賀県 251 30 名 滋賀県教育会館 

大阪府 271 200 名 未定 

岡山県 331 50 名 岡山商工会議所 

広島県 341 70 名 広島県情報プラザ 

山口県 351 30 名 山口県セミナーパーク 

香川県 371 30 名 地域職業訓練センター 

福岡県 401 80 名 九州ビル 

佐賀県 411 34 名 メートプラザ佐賀 

長崎県 421 27 名 長崎県建設総合会館 

鹿児島県 461 40 名 鹿児島県市町村自治会館 

沖縄県 471 30 名 沖縄産業支援センター 
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・音を発しないもの         ・プリンタを内蔵していないもの 
ただし、次の機能が付加されている電卓も使用可能とします。 
①開平計算（平方根の計算）、百分率計算、税計算ができるもの 
②数値メモリ、符号変換、リセット、消去、電源の入り切りができるもの 
③商売計算(原価、売価、粗利率)、通貨換算、日数、時間計算、検算ができるもの 
④切り上げ、四捨五入、切り捨て、少数点以下の位取りのスライドスイッチがあるもの 
⑤時計付きのもの 

【検定会場地図】 
◇第一種冷凍機械講習 
講習会場の地図は、受講票・受検票でご確認ください。ＫＨＫのホームページ上でもご覧いただけます。 
（検定会場の詳細については、講習会場でお知らせいたします。なお、講習会場と検定会場はセットとなりますので、
検定会場の変更はできません。） 

 
◇第二種冷凍機械・第三種冷凍機械講習 
検定会場の地図は、オンライン講習配信システムにログインしてご確認ください。 
（検定会場の詳細については、配信システムでお知らせします。） 
 

別表１ 
講習開催地一覧 

 
第一種冷凍機械講習(略称 一冷講習)  (講習コード５７)  【検定試験日】令和 4 年５月 29 日（日） 

会場 コード 講習日 定員 講習会場 検定会場 

宮城県 041 4 月 18 日(月) ～ 4 月 20 日(水) 40 名 宮城県管工事会館 宮城県管工事会館 

東京都 1 131 4 月 11 日(月) ～ 4 月 13 日(水) 180 名 連合会館 未定 

東京都 2 132 5 月 11 日(水) ～ 5 月 13 日(金) 180 名 連合会館 未定 

愛知県 231 4 月 25 日(月) ～ 4 月 27 日(水) 90 名 名古屋市中小企業振興会館 名古屋市中小企業振興会館 

大阪府１ 271 4 月 11 日(月) ～ 4 月 13 日(水) 108 名 エル・おおさか 未定 

大阪府２ 272 4 月 25 日(月) ～ 4 月 27 日(水) 150 名 大阪ＹＭＣＡ会館 未定 

福岡県 401 4 月 26 日(火) ～ 4 月 28 日(木) 90 名 福岡商工会議所 福岡商工会議所ビル 

【オンライン講習】 
第二種冷凍機械講習、第三種冷凍機械講習は、オンライン講習で実施します。 
オンライン講習の実施方法やインターネット利用環境がない方は、以下にお問合せください。 
インターネット利用環境がない方へはオンライン講習以外での受講方法についてご案内いたします。 
お問合せ先：教育事業部 電話 03-3436-6102 受付時間 9:30～17:30（土日祝日を除く。） 

中部支部  電話 052-221-8730 受付時間 9:00～17:00（土日祝日を除く。） 
近畿支部  電話 06-6312-4052 受付時間 9:00～17:00（土日祝日を除く。） 
中国支部  電話 082-243-8016 受付時間 9:00～17:00（土日祝日を除く。） 

第二種冷凍機械講習(略称 二冷講習) インターネット申込のみ 【検定試験日】令和 4 年７月 3 日（日） 
会場 コード オンライン講習期間 定員 検定会場 

北海道 011  

 

５月２７日（金）～

６月１７日（金） 

 

 

 

 

 

40 名 道民活動振興センターかでる２・７ 

岩手県 031 27 名 岩手県ガス会館 

宮城県 041 40 名 宮城県管工事会館 

茨城県 081 50 名 茨城県産業会館 

埼玉県 111 110 名 さいたま共済会館 

千葉県 121 70 名 千葉県経営者会館 

東京都 131 200 名 未定 

神奈川県 141 70 名 湘南工科大学 

長野県 201 50 名 松本市勤労者福祉センター 
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別表２ 

実施事務所一覧（テキスト販売先） 
実施事務所 開催地 電話番号 ホームページ等 

(一社)北海道冷凍設備保安協会 北海道 011-231-1581  
岩手県冷凍設備保安協会 岩手県 019-625-2083  
宮城県冷凍設備保安協会 宮城県 022-222-7275  
茨城県冷凍設備保安協会 茨城県 029-221-2835  
(一社)栃木県冷凍空調工業会 栃木県 028-658-7756  
埼玉県冷凍設備保安協会 埼玉県 048-833-1870 http://s-reihokyo.jp/ 
(一社)千葉県冷凍設備保安協会 千葉県 043-227-7375 http://www.c-reiho.jp/ 
(公社)日本冷凍空調学会 東京都（一二冷） 03-5623-3223 https://www.jsrae.or.jp/ 
(公社)東京都高圧ガス保安協会 東京都（三冷） 03-3830-0252 http://www.tokyo-khk.or.jp/ 
(一社)神奈川県高圧ガス保安協会 神奈川県 045-228-0366 http://www.kana-hpga.or.jp/ 
新潟県冷凍空調設備保安協会 新潟県 025-243-3808  
富山県冷凍設備保安協会 富山県 0766-50-9133  
長野県冷凍空調保安協会 長野県 026-217-5613  
岐阜県冷凍設備保安協会 岐阜県 058-272-0265  
(一財)静岡県環境・産業保安機講 静岡県 054-260-4161  
愛知県冷凍設備保安協会 愛知県 052-323-8835 http://aichi-reito.com/ 
三重県冷凍設備保安協会 三重県 059-228-2284  
滋賀県高圧ガス保安協会 滋賀県 077-526-4718  
(一社)近畿冷凍空調工業会 大阪府 06-6233-3201 http://www.kinreiko.com/ 
岡山県冷凍設備保安協会 岡山県 086-234-4811  
広島県冷凍設備保安協会 広島県 082-228-1370  
山口県高圧ガス保安協会 山口県 083-974-5380  
香川県冷凍設備保安協会 香川県 087-882-8811  
福岡県冷凍設備保安協会 福岡県 092-281-0931 http://www.fukurei.com/hoan/ 
佐賀県冷凍設備保安協会 佐賀県 0952-23-5046  
長崎県冷凍設備保安協会 長崎県 095-850-8501  
鹿児島県冷凍設備保安協会 鹿児島県 099-222-7069  
(一社)沖縄県高圧ガス保安協会 沖縄県 098-858-9562 https://www.okinawakhk.or.jp/ 
※上記の実施事務所において、テキスト等のお問い合わせと販売を承ります。 

 

合格基準、正解答等の公表等について 
１．検定試験の合格基準 

検定試験の合格基準は、受験科目ごとに６０％以上の正答です。検定の科目が２科目の場合は、２科目それぞれが合格基準
に達していることが必要です。  

２．検定試験の問題、正解答及び合格者番号の公表等 
検定試験の問題、正解答及び合格者番号の公表並びに合否結果の通知は次の日程で行う予定です。 
 
◇公表日及び合否通知発送日 

 
 第一種冷凍機械 第二種・第三種冷凍機械 

問題・正解答 （学識）６月１３日（月） 
（保安）５月３０日（月） 7 月 ４日（月） 

合格者番号 ８月１５日（月） ８月 １日（月） 

合否通知発送日 ８月１５日（月） ８月 １日（月） 

 
◇検定試験の問題・正解答及び合格者番号の公表方法 
  高圧ガス保安協会のホームページ上に掲載（公表日の 15 時頃） 

 
 

URL https://www.khk.or.jp/ 
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法人単位でのインターネット申込について 
◇インターネット申込において、「法人申込」をご利用いただきますと、 

・受付確認のための申込完了メール等が法人の申込担当者宛に送信されます。 
・お申し込み後の自動返信メールの送信、合否通知書の発送及び各種のご連絡は、申込担当者宛に行いますので、お申込
みいただいた方々の確認・管理等が容易に行えます。 

・受講料を振り込む際、振込名義は、「法人名」で行えます。 
◇第二種冷凍機械・第三種冷凍機械受講者のインターネット申込みにおいては、開講通知を送信するために受講者ごとのメー
ルアドレスが必要となります。また、オンライン講習の受講に必要な情報（ログイン ID 及びパスワード等）については、
受講者本人のメールアドレスに直接送信いたします。 

◇受講取消を行う場合、変更取消の期日（2 ページ参照）までに取消手続きを完了していただかなければ、申込者に債務が発
生いたします。講習会の出欠にかかわらず、受講料をお支払いいただくこととなりますので、ご注意ください。 

◇「法人申込」で複数者のお申込みをされる場合は、次の２種類の方法があります。 
・Ｗｅｂ方式 

受講申込者を１名ずつ入力する方法 
（１名ごとに確認をしながら申し込む際に便利です。） 

・ファイル･アップロード方式（最新版をご利用ください。） 
エクセルソフトによる申込者一覧表を添付して送信する方法 
（多人数の方を申し込む際に便利です。） 

◇法人情報を変更する場合、インターネットの申込受付期間内にお申し込み画面より変更してください。 
 

専用郵便振替用紙によるお申込みについて（第一種冷凍機械のみ） 
◇高圧ガス保安協会指定の専用郵便振替用紙によるお申込みは前掲(1 ページ)の受付期間内に限り有効です。期間外に入金さ
れた場合や、満席となった会場をお申し込みされた場合は返金します。 

◇専用郵便振替用紙を講習実施事務所等に直接持参されても受付できません。必ず郵便局の窓口でお手続きください。 
◇１名の申込につき専用郵便振替用紙が１枚必要となります。多人数でのお申込みの場合には、便利で早いインターネットに
よるお申込みをおすすめします。 

◇下の記載例を参考にして楷書で記入してください。 
注意！ インターネットでお申込みをされた方は、この専用郵便振替用紙を使用しないでください。必ず指定された銀行口座

に銀行振込により指定期日迄に着金するようお支払いください。 
注意！ テキスト代金は、受講料の口座へ振り込まないでください。 
注意！ 第二種冷凍機械・第三種冷凍機械講習のお申込みはインターネット受付のみです。 

専用郵便振替用紙によるお申込みは対応していませんので、ご注意ください。 

専用郵便振替用紙の記載例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇郵便振替用紙をご希望の方は、以下にお問い合わせください。 
お問い合わせ先：教育事業部 電話 03-3436-6102 

29600 
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別表２ 

実施事務所一覧（テキスト販売先） 
実施事務所 開催地 電話番号 ホームページ等 

(一社)北海道冷凍設備保安協会 北海道 011-231-1581  
岩手県冷凍設備保安協会 岩手県 019-625-2083  
宮城県冷凍設備保安協会 宮城県 022-222-7275  
茨城県冷凍設備保安協会 茨城県 029-221-2835  
(一社)栃木県冷凍空調工業会 栃木県 028-658-7756  
埼玉県冷凍設備保安協会 埼玉県 048-833-1870 http://s-reihokyo.jp/ 
(一社)千葉県冷凍設備保安協会 千葉県 043-227-7375 http://www.c-reiho.jp/ 
(公社)日本冷凍空調学会 東京都（一二冷） 03-5623-3223 https://www.jsrae.or.jp/ 
(公社)東京都高圧ガス保安協会 東京都（三冷） 03-3830-0252 http://www.tokyo-khk.or.jp/ 
(一社)神奈川県高圧ガス保安協会 神奈川県 045-228-0366 http://www.kana-hpga.or.jp/ 
新潟県冷凍空調設備保安協会 新潟県 025-243-3808  
富山県冷凍設備保安協会 富山県 0766-50-9133  
長野県冷凍空調保安協会 長野県 026-217-5613  
岐阜県冷凍設備保安協会 岐阜県 058-272-0265  
(一財)静岡県環境・産業保安機講 静岡県 054-260-4161  
愛知県冷凍設備保安協会 愛知県 052-323-8835 http://aichi-reito.com/ 
三重県冷凍設備保安協会 三重県 059-228-2284  
滋賀県高圧ガス保安協会 滋賀県 077-526-4718  
(一社)近畿冷凍空調工業会 大阪府 06-6233-3201 http://www.kinreiko.com/ 
岡山県冷凍設備保安協会 岡山県 086-234-4811  
広島県冷凍設備保安協会 広島県 082-228-1370  
山口県高圧ガス保安協会 山口県 083-974-5380  
香川県冷凍設備保安協会 香川県 087-882-8811  
福岡県冷凍設備保安協会 福岡県 092-281-0931 http://www.fukurei.com/hoan/ 
佐賀県冷凍設備保安協会 佐賀県 0952-23-5046  
長崎県冷凍設備保安協会 長崎県 095-850-8501  
鹿児島県冷凍設備保安協会 鹿児島県 099-222-7069  
(一社)沖縄県高圧ガス保安協会 沖縄県 098-858-9562 https://www.okinawakhk.or.jp/ 
※上記の実施事務所において、テキスト等のお問い合わせと販売を承ります。 

 

合格基準、正解答等の公表等について 
１．検定試験の合格基準 

検定試験の合格基準は、受験科目ごとに６０％以上の正答です。検定の科目が２科目の場合は、２科目それぞれが合格基準
に達していることが必要です。  

２．検定試験の問題、正解答及び合格者番号の公表等 
検定試験の問題、正解答及び合格者番号の公表並びに合否結果の通知は次の日程で行う予定です。 
 
◇公表日及び合否通知発送日 

 
 第一種冷凍機械 第二種・第三種冷凍機械 

問題・正解答 （学識）６月１３日（月） 
（保安）５月３０日（月） 7 月 ４日（月） 

合格者番号 ８月１５日（月） ８月 １日（月） 

合否通知発送日 ８月１５日（月） ８月 １日（月） 

 
◇検定試験の問題・正解答及び合格者番号の公表方法 
  高圧ガス保安協会のホームページ上に掲載（公表日の 15 時頃） 

 
 

URL https://www.khk.or.jp/ 
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受講者情報の取扱いについて 
 

高圧ガス保安協会（ＫＨＫ）は、講習の申込みをされた方のプライバシーを尊重します。 
 
◇ＫＨＫは、講習申込の際に氏名、生年月日、住所等の個人情報を収集します｡これらの情報はこの講習の受付・採点・

合否通知のために使用するほか、高圧ガスに関する資格、法定義務講習及び保安教育に関連した書籍等についての情
報提供にも使用することがあります。 

◇ＫＨＫは、上記の活動を行うため個人情報を適切に管理していると認められる外部の業者に収集した個人情報の取扱
いを委託することがあります。この場合、委託先ではＫＨＫの適切な監督の下に委託業務を実施するために個人情報
を使用します。 

◇ＫＨＫは、収集した個人情報を次のように使用することはありません。 
・申込者の個人情報を外部に意図的に公開・提供すること。 
・外部からの個人情報の公開・提供の依頼に対して本人の同意を得ずに提供すること。 

ただし、法令により開示しなければならない場合を除きます。 
◇ＫＨＫは、個人情報について適切な管理を行っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆講習に関する照会・質問先 
 

高圧ガス保安協会(ＫＨＫ) 教育事業部 
〒105-8447 東京都港区虎ノ門四丁目３番１３号（ヒューリック神谷町ビル） 

＜受付時間 ９：３０ ～ １７：３０（土日祝日を除く。）＞ 
 

電話 03-3436-6102    ﾌｧｯｸｽ 03-3459-6613 
E-mail edu@khk.or.jp   URL https://www.khk.or.jp/ 

 
 


