
自動車公正取引協議会 二輪会員店各位
　　  平成２９年８月吉日

○新規対象者

（昨年受講された方は、今回更新受講の必要はありません）

□講習会の参加希望会場は以下の会場からお選び下さい（他府県での受講も可）

□お申込みは先着順とし、各会場定員になり次第締切前でも受付終了と致します

（その場合は、他会場で受講していただくことになりますので、予めご了承下さい）

＊申込み締切日は、開催会場ごとに異なりますのでご注意下さい

■平成２９年度近畿地区二輪品質評価者講習会々場・日程

府 県 市 区 会 場 定員
申込み
締切日

駐車場有無

茨木市 １０月４日 水 茨木市福祉文化会館 ２F２０２会議室 ７３名 ９月２０日 有（有料）

堺　市 １１月１５日 水 堺市産業振興センター ４Fセミナー室５ ９０名 １１月１日 有

東大阪市 １２月１４日 木 大阪オートバイ事業協同組合オークション会場 １００名 １１月３０日 有

姫路市 ９月２７日 水 姫路自動車整備教育会館１Ｆ特別教室 ３０名 ９月１３日 有

神戸市 １０月１８日 水 兵庫県自動車会館 第１会議室 ５０名 １０月４日 有（有料）

神戸市 １1月２１日 火 阪神自動車航空鉄道専門学校 ２０名 １１月７日 二輪車のみ有

京都市 ９月１３日 水 京都パルスプラザ ５F第５会議室 ４５名 ８月３０日 有

京都市 １０月２５日 水 みやこめっせ（京都市勧業館） B1第１会議室 ２４名 １０月１１日 有（有料）

滋賀県 守山市 ９月６日 水 守山商工会議所 １０１号室 ３２名 ８月２５日 有

奈良県 奈良市 １１月２９日 水 エルトピア奈良 ２F小会議室２ ３６名 １１月１５日 有

和歌山県 和歌山市 １１月８日 水 和歌山商工会議所 ４F第４会議室 １８名 １０月２５日 無（有料ＰＫ）

□開催時間 ＜受付＞１２：４５～１３：３０ ＜講習＞１３：３０～１６：３０

□持参品 受講料・申込書・筆記用具

□受講料 更新者３,０００円、新規者４,０００円 *講習終了後認定証をお持ち帰り頂きます

別添付「二輪品質評価者（品質査定士）講習会申込書」にご記入の上、各会場の締切日までに下記FAX へお申込み下さい

　　自動車公正取引協議会近畿地区事務取扱所

一般社団法人日本二輪車普及安全協会近畿ブロック

FAX番号 ０６－６５３４－１８５０

お問合せTEL番号　０６－６５４１－５２５４　（担当者小畠・中谷）

日 程

大阪府

兵庫県

京都府

駐車場が限られている為満車の場合がありますので、極力公共交通機関等でお越し下さい。
駐車場ナシ・有料駐車場の場合の料金は、ご利用者のご負担になりますので、予めご了承下さい。

尚各会場への直接のお問い合わせは、ご遠慮下さい。

平成２９年度公取協二輪品質評価者（品質査定士）講習会のご案内

●更新対象者
資格をお持ちの方で平成３０年３月に有効期限が切れる方
（有効期限は、認定証に記載されています）

評価者資格をお持ちでない方で、新規に資格を取得される方
重要



※別紙「 品質評価者在籍一覧」 を参照

〒　　　　　-　

【 記入例】

【 集合講習による受講】

会
社
名

会社名

所在地
（ 在籍店）

二輪品質評価者(品質査定士)講習会申込書
ＦＡＸ送信日　2017年　　　月 日

公取協会員No
※左詰めでお書き下さい。

在籍
店名

（ TEL　　　  　－　　　　　　－ 　　　　　　　FAX　　　  　̶ ̶　　　　　）

̶

受講者氏名
　フ　リ　ガ　ナ 生年月日

※西暦で記入してください。

更新の場合のみ
査定士番号も記入→

査定士番号
※別紙　「 品質評価者在籍一覧」 を参照

受講日
※集合講習の場合のみ

会場名
※集合講習の場合のみ

二輪車
ニリンシャ

　太郎
タロウ

1960/7/7
更新 ・  新規

Eラーニング
Ａ●●●●●● 9/28 ○○会場

※全て必須項目です。

受講者氏名
　フ　　リ ガ ナ

生年月日
※西暦で記入してください。

更新の場合のみ
査定士番号も記入→

査定士番号
※別紙　「 品質評価者在籍一覧」 を参照

受講日
※集合講習の場合のみ

会場名
※集合講習の場合のみ

更新 ・  新規

Eラーニング
/19　  　 　 /　　/

更新 ・  新規

Eラーニング
/19　  　 　 /　　/

更新 ・  新規

Eラーニング
/19　  　 　 /　　/

更新 ・  新規

Eラーニング
/19　  　 　 /　　/

更新 ・  新規

Eラーニング
/19　  　 　 /　　/

※下記の注意事項をお読みの上、お申込み下さい※

●全ての会場は 事前予約制となっておりますので、事前に上記申込書に必要事項（ 太枠内） をご記入の上、
　下記の番号までＦＡＸにてお申込み下さい。

【 新規・ 更新の集合講習に関するお問い合わせ先】 （ 一社） 日本二輪車普及安全協会 近畿ブロック TEL０６－６５４１－５２５４

【 更新のＥラーニングシステムに関するお問い合わせ先】 （ 一社） 自動車公正取引協議会　　　　　TEL０３－５５１１－２１１３

【 Ｅラーニングによる受講（ 更新対象者のみ） 】
●上記申込書に必要事項（ 太枠内） をご記入の上、下記の番号までＦＡＸにてお申込み下さい。
　※受講会場記入欄のご記入は不要となります。
※本申込のみではＥラーニングシステムへはアクセスできませんので、別紙の「 Ｅラーニングシステム受講の
流れ」 をご確認いただき、システムから再度お申込みをご実施ください。

●申込み締切日は、平成２９年９月１１日（ 月） ～ 平成２９年１２月１４日（ 水） までとなりますのでご注意下さい。

●費用： 受講料6 ,000円（ １名）
※受講料の支払いについては、Ｅラーニングシステムから申込いただき、「 クレジット決済」 、「 コンビニ決済」 、
　「 銀行振り込み」 のいずれかをご選択いただきお支払下さい。

Ｆ ＡＸ番号 ０６－６５３４－１８５０

●FAX申込で受付完了となります。その後、事務局より再度ご案内等はいたしません。
　各会場定員数が決まっております。定員に達していた場合はご連絡いたします。その際は違う会場にて受講ください。
　※各会場先着受付です。

●申込み締切日は、各開催日の2週間前ですのでご注意下さい。

●受講料は、当日現金でお支払いください（ 領収書を発行いたします） 。

●当日は受講申請書（ 事前にFAXした原本） 、筆記用具、をお持ちの上、当日受付にご提出下さい。


