
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/1以降開催のコースは消費税改定により、受講料が変更となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溶接作業改善のための施工実践   

受講料：15,000 円 時間：9：15～16：00 
4/13,20 7/28,8/4 10/26,27 1/25,2/1 

 

被覆アーク溶接技能クリニック（各種姿勢編）  

受講料：15,000 円 時間：9：15～16：00 
 
5/11,19  6/1,8  6/16,22  7/13,14 
8/10,17  8/24,25  9/7,8  10/13,19 
11/9,17  11/23,24   12/1,7    2/2,9 
2/23,24  3/1,7 

半自動アーク溶接技能クリニック（理論と実践編）   

受講料：15,000 円 時間：9：15～16：00 
5/21,22 10/7,8 
 

 

半自動アーク溶接技能クリニック（各種姿勢編） 

受講料：15,000 円 時間：9：15～16：00 
 
4/11,12  9/7,8 11/23,24  2/17,18 

ステンレス鋼の TIG溶接技能クリニック（板材編） 

受講料：17,000 円 時間：9：15～16：00 

5/18,19   6/29,30  10/26,27 

11/30,12/1  2/23,24 

ステンレス鋼のTIG溶接技能クリニック（薄肉固定管編） 

受講料：25,000 円 時間：9：15～16：00 

4/22,23,24   7/22,23,24   

10/28,29,30  3/4,5,6 

チタンの TIG溶接実践技術 

受講料：26,500 円 時間：9：15～16：00 
8/10,11 

アルミニウム合金のTIG溶接技能クリニック 

受講料：17,000 円 時間：9：15～16：00 
 
7/17,18  1/7,8 

国際規格 ISO9606 に沿った溶接技術   

受講料：15,000 円 時間：9：15～16：00 
1/29,30,31 

ろう付技能クリニック 

受講料：15,000 円 時間：9：15～16：00 
5/13,14  10/2,3  2/5,6 

超音波探傷技術の応用   

受講料：22,000 円 時間：9：00～17：00 
6/19,20,21,22  12/18,19,20,21 

超音波探傷技術による欠陥評価  

受講料：15,000 円 時間：9：00～17：00 
6/17,18  12/16,17 
 

 

  

  

 

〒６６１－００４５ 
兵庫県尼崎市武庫豊町３－１－５０ 
ＴＥＬ：０６－６４３１－７２７７（訓練第二課） 

 

  

  

申込書の送付 

本紙 2 枚目の受講申込書に必要

事項をご明記の上、FAX にて送信

してください。（※E-mail でも受

け付けております。詳しくはホー

ムページをご参照ください） 

施設から回答 

施設から電話、FAX、E-mail

等にて、予約受付やキャンセル

待ち等の回答をさせていただ

きます。 

書類の郵送 

受講票や受講料の郵便振替
用紙等を送付いたします。 
14 日前までに振込をお願い
します。 キャンセルの場合
は 必ず FAX か E-mail でご
連絡ください。 

会場へ 

受講票、持参品、筆記用具を

お持ちの上、当センター本館の

電光掲示板に表示の開催場所

まで直接お越しください。 

  
■公共交通機関でお越しの方 
・阪急電鉄「武庫之荘」駅北口より 阪神
バス「武庫営業所」行（45・46 系統）
乗車約10分「武庫豊町」下車 

・阪神バス・尼崎宝塚線「武庫之郷」下車
北西に約10分 

■お車でお越しの方 
・西宮方面からお越しの方 

  国道１７１号線を渡り左折、山陽新幹線
高架をくぐり右折、高架沿いに進み国道１
７１号線で右折、側道に入る 

 ・伊丹方面からお越しの方 
国道１７１号線から山陽新幹線の高架を
くぐり、側道に入る 

 

 

 
ポリテクセンター兵庫は、国内初の IIW（国際溶接学会）国際溶接資格認証施設です。 
被覆アーク溶接、半自動アーク溶接、TIG溶接、ろう付けなど各種溶接法のほか、超音波深傷試験を
実践的に学ぶための年間約４０コースのセミナーを開講しています。 

 

ポリテクセンター兵庫ではものづくり分野の人材採用のお手伝いをしております。詳しくは コチラ をクリック！ 

http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-019-A.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-019-A0.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-019-A1.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-019-A3.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-A01-A.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-A01-A02.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-A01-A03.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-A01-A04.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-A01-A05.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-A01-A06.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-A01-A07.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-A01-A08.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-A01-A09.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-A01-A10.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-A01-A11.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-A01-A12.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-A01-A13.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-A01-A15.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-C03-A.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-C03-A0.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-B03-A.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-B03-A0.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-B03-A1.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-B03-A2.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-A07-A.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-A07-A0.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-A07-A2.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-A07-A3.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-A07-A5.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-C07-A.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-C07-A0.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-C07-A1.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-C07-A3.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-010-A.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-009-A.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-009-A0.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-028-A.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-013-A.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-013-A0.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/B202-013-A1.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/D101-A18-A.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/D101-A18-A02.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/D101-A19-A.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/D101-A19-A02.html
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/business/human.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在職者訓練受講申込書 
     

 

   ポリテクセンター兵庫 所長 宛 
                                    

    在職者訓練について、下記のとおり申し込みます。 

 

平成   年   月   日  

受講者御氏名 生年月日(西暦) コース番号 コ ― ス 名 開始月日 

備考 

（関連する

経験年数） 

ﾌﾘｶﾞﾅ ヒョウゴ タロウ 

1980 ・ 6・ 5 M4871 
国際規格 ISO9606に 

沿った溶接技術 
4・2 ５年 

兵庫 太郎 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

・   ・   ・ 
 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

・   ・   ・ 
 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

・   ・   ・ 
 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

・   ・   ・ 
 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

・   ・   ・ 

 

 

 

御 社 名          業種（           ） 

従業員の方の人数 □１～２９ □３０～９９ □１００～２９９ □３００～４９９ □５００～９９９ □１０００以上 

御担当者氏名  御担当者所属部課  

御 社 住 所  
〒 

 

T E L  F A X  E-mail  

受講区分（1、2 どちらか該当するもの

に○印をつけてください。） 
1 

会社からの指示に  

よる受講申込 
2 個人で受講申込 

注）個人でお申し込みの方は御自身の郵便番号、御住所、ＴＥＬ、ＦＡＸ、Ｅ－ｍａｉｌをご記入願います。 
 
※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年法律第 59 号）を
遵守し、個人情報を適切に管理し、個人の権利利益を保護いたします。当機構では、必要な個人情報を目的の範囲内で利用させていただき
ます。 

※この受講申込書に記入されている個人情報は、受講に関する事務手続（連絡、修了証書の交付、受講者台帳の整備）および業務統計、当機
構で開催する講習会・研究会・在職者訓練の情報提供以外には利用いたしません。 

※訓練内容等のご不明な点、あるいは安全面・健康上においてご不安な点などございましたら、あらかじめご相談ください。 
 

H31.金属 

 

 

記
入
例 

【FAX 番号 06-6431-7285 】 

 

E-mail でも受け付けております。詳しくはウェブで。 ポリテクセンター兵庫 検索 
 


