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特別教育用テキスト

1111
小型車両系建設機械運転者教本
（整地・運搬・積込み用及び掘削用） （改訂版）
　特別教育テキスト

・機体質量3トン未満の車両系建設機械（整地・
運搬・積込み用及び掘削用）の運転特別教育
用テキストです。

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　1,370円（税込）

1121
小型車両系建設機械運転者教本
（解体用） （改訂版）
　特別教育テキスト

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　1,370円（税込）

・機体質量3トン未満の車両系建設機械（解体用）
の運転特別教育用テキストです。

外国語の技能講習用テキスト及び講師用補助教材

4111

～

4133

小型移動式クレーン運転者教本
（英語、中国語、ポルトガル語版）
　技能講習用補助テキスト

・「2102：小型移動式クレーン運転者教本－技
能講習テキスト」を翻訳したものです。
・巻末に用語集を付けています。
・外国語版のパワーポイント及び学科試験問
題集も作成しております。

(一社)全国登録教習機関協会編／A4判
定価 テキスト 4,400円（税込）
 パワーポイント 33,000円（税込）
 問題集 　16,500円（税込）
〔問題集は登録教習機関にのみ販売します〕

4311

～

4333

フォークリフト運転者教本
（英語、中国語、ポルトガル語版）
　技能講習用補助テキスト

・「2302：フォークリフト運転者教本－技能講
習テキスト」を翻訳したものです。
・巻末に用語集を付けています。
・外国語版のパワーポイント及び学科試験問
題集も作成しております。

4411

～

4413

玉掛け作業者教本
（英語版）
　技能講習用補助テキスト

(一社)全国登録教習機関協会編／A4判
定価 テキスト 4,400円（税込）
 パワーポイント 33,000円（税込）
 問題集 16,500円（税込）
〔問題集は登録教習機関にのみ販売します〕

(一社)全国登録教習機関協会編／A4判
定価 テキスト  4,400円（税込）
 パワーポイント 33,000円（税込）
 問題集 16,500円（税込）
〔問題集は登録教習機関にのみ販売します〕

4511

～

4533

高所作業車運転者教本
（英語、中国語、ポルトガル語版）
　技能講習用補助テキスト

・「2501：高所作業車運転者教本－技能講習
テキスト」を翻訳したものです。
・巻末に用語集を付録として付けています。
・外国語版のパワーポイント及び学科試験問
題集も作成しております。

(一社)全国登録教習機関協会編／A4判
定価 テキスト  4,400円（税込）
 パワーポイント 33,000円（税込）
 問題集 16,500円（税込）
〔問題集は登録教習機関にのみ販売します〕

4341

～

4342

フォークリフト運転者教本（改訂新版）
（ベトナム語）
　技能講習用補助テキスト

・「2303：フォークリフト運転者教本－技能講
習テキスト」の主要部を翻訳したものです。
・技能講習の実施に当たっては、日本語テキス
トと併用する必要があります。
・日本語テキストと補助テキスト及び用語集の
３点セットでの販売です。

(一社)全国登録教習機関協会編
定価 ３点セット 2,500円（税込）
 パワーポイント 8,000円（税込）

1202 高所作業車運転者教本 （改訂版）　特別教育用テキスト

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　1,370円（税込）

・作業床の高さ10メートル未満の高所作業車
の運転特別教育用テキストです。
・イラストを多く取り入れ、やさしくわかりやす
い内容になっています。

1301 フルハーネス型墜落制止用器具作業教本（新版）　特別教育テキスト

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　800円（税込）

・フルハーネス型墜落制止用器具を使用する
業務の特別教育用テキストです。
・厚生労働省の「ガイドライン」に沿った内容
のテキストです。
・フルカラー印刷で、法令の内容を図表化、わ
かりやすく解説しています。

1401 アーク溶接等作業教本　特別教育テキスト

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　1,000円（税込）

・アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断
等を行う業務の特別教育用テキストです。
・フルカラー印刷で、法令の内容を図表化、わか
りやすく解説しています。

1501 電気自動車整備業務等作業教本　特別教育テキスト

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　1,370円（税込）

・電気自動車整備を行う業務の特別教育用テ
キストです。
・フルカラー印刷で、安全な電気自動車整備の
方法、労働衛生上留意すべき事項などについ
て、図表を用いて分かりやすく説明しています。

・「2402：玉掛け作業者教本－技能講習テキス
ト」を翻訳したものです。
・巻末に用語集を付けています。
・外国語版のパワーポイント及び学科試験問
題集も作成しております。

※問題集は都道府県の労働局へお問い合わせください

テキスト  B5判 補助テキスト  A4判 用語集 71mm×120mm

技能講習用テキスト

2103
小型移動式クレーン運転者教本 （改訂第5版）
　技能講習テキスト

・つり上げ荷重1トン以上5トン未満の小型移
動式クレーンの運転技能講習用のテキストで
す。
・小型移動式クレーンの運転及び取扱い等に関
する知識などをわかりやすく解説しています。

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　1,370円（税込）

2251
車両系建設機械運転者教本 （解体用）　
　技能講習テキスト

・機体質量3トン以上の車両系建設機械（整地・
運搬・積込み用及び掘削用）の運転技能講習
修了者が解体用の運転技能講習の資格を取
得する場合のテキストです。

(一社) 全国登録教習機関協会編
B5判
定価　1,430円（税込）

2502
高所作業車運転者教本 （改訂新版）
　技能講習テキスト

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　1,470円（税込）

・作業床の高さが10メートル以上の高所作業
車の運転技能講習用テキストです。
・高所作業車のメーカー、使用者の意見を反映
した内容となっています。

1601
低圧電気等作業教本
　特別教育テキスト

・低圧電気等作業の特別教育のためのテキス
トです。
・フルカラー印刷で、安全な低圧電気等の作業
の方法、電気設備や保護具などについて、図
表を用いて分かりやすく説明しています。

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　800円（税込）

2403
玉掛け作業者教本（改訂第2版）
　技能講習テキスト 

・つり上げ荷重１トン以上のクレーン等の玉掛
け作業のための技能講習用テキストです。
・講師にとって使いやすく、受講生にとってわ
かりやすいテキストです。

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　1,470円（税込）

2601
ガス溶接等作業教本
　技能講習テキスト 

・ガス溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断
等を行う業務の技能講習用テキストです。
・フルカラー印刷で、法令の内容を図表化、わか
りやすく解説しています

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　800円（税込）

2303
フォークリフト運転者教本 （改訂新版）
　技能講習テキスト

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　1,370円（税込）

・最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転
技能講習用テキストです。
・わかりやすく実務的な内容となっています。
・関係法令は、「解釈例規」も掲載し、わかりや
すくしています。

2203
車両系建設機械運転者教本
（整地・運搬・積込み用及び掘削用） （改訂第2版）
　技能講習テキスト

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　1,430円（税込）

・機体質量3トン以上の車両系建設機械(整地・
運搬・積込み用及び掘削用)の運転技能講習
用テキストです。
・イラスト、図、表を多く取り入れ、わかりやすく
しています。
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特別教育用テキスト

1111
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　特別教育テキスト

・機体質量3トン未満の車両系建設機械（整地・
運搬・積込み用及び掘削用）の運転特別教育
用テキストです。

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　1,370円（税込）

1121
小型車両系建設機械運転者教本
（解体用） （改訂版）
　特別教育テキスト

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　1,370円（税込）

・機体質量3トン未満の車両系建設機械（解体用）
の運転特別教育用テキストです。

外国語の技能講習用テキスト及び講師用補助教材

4111

～

4133

小型移動式クレーン運転者教本
（英語、中国語、ポルトガル語版）
　技能講習用補助テキスト

・「2102：小型移動式クレーン運転者教本－技
能講習テキスト」を翻訳したものです。
・巻末に用語集を付けています。
・外国語版のパワーポイント及び学科試験問
題集も作成しております。

(一社)全国登録教習機関協会編／A4判
定価 テキスト 4,400円（税込）
 パワーポイント 33,000円（税込）
 問題集 　16,500円（税込）
〔問題集は登録教習機関にのみ販売します〕

4311

～
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フォークリフト運転者教本
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・「2302：フォークリフト運転者教本－技能講
習テキスト」を翻訳したものです。
・巻末に用語集を付けています。
・外国語版のパワーポイント及び学科試験問
題集も作成しております。

4411

～

4413

玉掛け作業者教本
（英語版）
　技能講習用補助テキスト

(一社)全国登録教習機関協会編／A4判
定価 テキスト 4,400円（税込）
 パワーポイント 33,000円（税込）
 問題集 16,500円（税込）
〔問題集は登録教習機関にのみ販売します〕

(一社)全国登録教習機関協会編／A4判
定価 テキスト  4,400円（税込）
 パワーポイント 33,000円（税込）
 問題集 16,500円（税込）
〔問題集は登録教習機関にのみ販売します〕

4511

～

4533

高所作業車運転者教本
（英語、中国語、ポルトガル語版）
　技能講習用補助テキスト

・「2501：高所作業車運転者教本－技能講習
テキスト」を翻訳したものです。
・巻末に用語集を付録として付けています。
・外国語版のパワーポイント及び学科試験問
題集も作成しております。

(一社)全国登録教習機関協会編／A4判
定価 テキスト  4,400円（税込）
 パワーポイント 33,000円（税込）
 問題集 16,500円（税込）
〔問題集は登録教習機関にのみ販売します〕

4341

～

4342

フォークリフト運転者教本（改訂新版）
（ベトナム語）
　技能講習用補助テキスト

・「2303：フォークリフト運転者教本－技能講
習テキスト」の主要部を翻訳したものです。
・技能講習の実施に当たっては、日本語テキス
トと併用する必要があります。
・日本語テキストと補助テキスト及び用語集の
３点セットでの販売です。

(一社)全国登録教習機関協会編
定価 ３点セット 2,500円（税込）
 パワーポイント 8,000円（税込）

1202 高所作業車運転者教本 （改訂版）　特別教育用テキスト

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　1,370円（税込）

・作業床の高さ10メートル未満の高所作業車
の運転特別教育用テキストです。
・イラストを多く取り入れ、やさしくわかりやす
い内容になっています。

1301 フルハーネス型墜落制止用器具作業教本（新版）　特別教育テキスト

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　800円（税込）

・フルハーネス型墜落制止用器具を使用する
業務の特別教育用テキストです。
・厚生労働省の「ガイドライン」に沿った内容
のテキストです。
・フルカラー印刷で、法令の内容を図表化、わ
かりやすく解説しています。

1401 アーク溶接等作業教本　特別教育テキスト

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　1,000円（税込）

・アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断
等を行う業務の特別教育用テキストです。
・フルカラー印刷で、法令の内容を図表化、わか
りやすく解説しています。

1501 電気自動車整備業務等作業教本　特別教育テキスト

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　1,370円（税込）

・電気自動車整備を行う業務の特別教育用テ
キストです。
・フルカラー印刷で、安全な電気自動車整備の
方法、労働衛生上留意すべき事項などについ
て、図表を用いて分かりやすく説明しています。

・「2402：玉掛け作業者教本－技能講習テキス
ト」を翻訳したものです。
・巻末に用語集を付けています。
・外国語版のパワーポイント及び学科試験問
題集も作成しております。

※問題集は都道府県の労働局へお問い合わせください

テキスト  B5判 補助テキスト  A4判 用語集 71mm×120mm

技能講習用テキスト

2103
小型移動式クレーン運転者教本 （改訂第5版）
　技能講習テキスト

・つり上げ荷重1トン以上5トン未満の小型移
動式クレーンの運転技能講習用のテキストで
す。
・小型移動式クレーンの運転及び取扱い等に関
する知識などをわかりやすく解説しています。

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　1,370円（税込）

2251
車両系建設機械運転者教本 （解体用）　
　技能講習テキスト

・機体質量3トン以上の車両系建設機械（整地・
運搬・積込み用及び掘削用）の運転技能講習
修了者が解体用の運転技能講習の資格を取
得する場合のテキストです。

(一社) 全国登録教習機関協会編
B5判
定価　1,430円（税込）

2502
高所作業車運転者教本 （改訂新版）
　技能講習テキスト

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　1,470円（税込）

・作業床の高さが10メートル以上の高所作業
車の運転技能講習用テキストです。
・高所作業車のメーカー、使用者の意見を反映
した内容となっています。

1601
低圧電気等作業教本
　特別教育テキスト

・低圧電気等作業の特別教育のためのテキス
トです。
・フルカラー印刷で、安全な低圧電気等の作業
の方法、電気設備や保護具などについて、図
表を用いて分かりやすく説明しています。

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　800円（税込）

2403
玉掛け作業者教本（改訂第2版）
　技能講習テキスト 

・つり上げ荷重１トン以上のクレーン等の玉掛
け作業のための技能講習用テキストです。
・講師にとって使いやすく、受講生にとってわ
かりやすいテキストです。

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　1,470円（税込）

2601
ガス溶接等作業教本
　技能講習テキスト 

・ガス溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断
等を行う業務の技能講習用テキストです。
・フルカラー印刷で、法令の内容を図表化、わか
りやすく解説しています

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　800円（税込）

2303
フォークリフト運転者教本 （改訂新版）
　技能講習テキスト

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　1,370円（税込）

・最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転
技能講習用テキストです。
・わかりやすく実務的な内容となっています。
・関係法令は、「解釈例規」も掲載し、わかりや
すくしています。

2203
車両系建設機械運転者教本
（整地・運搬・積込み用及び掘削用） （改訂第2版）
　技能講習テキスト

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　1,430円（税込）

・機体質量3トン以上の車両系建設機械(整地・
運搬・積込み用及び掘削用)の運転技能講習
用テキストです。
・イラスト、図、表を多く取り入れ、わかりやすく
しています。



技能講習用学科試験問題集

5102
小型移動式クレーン運転技能講習（改訂第5版）
　学科試験問題集 〔冊子・CD〕

・当協会の「2103：改訂第5版 小型移動式
クレーン運転者教本－技能講習テキスト」
に準拠した学科試験問題集です。
・試験問題は、四肢択一式で、5種類作成さ
れています。

(一社)全国登録教習機関協会編
A4判
定価　7,860円（税込）
〔登録教習機関にのみ販売します〕

5202
玉掛け技能講習（改訂第2版）
　学科試験問題集 〔冊子・CD〕

(一社)全国登録教習機関協会編
A4判
定価　7,860円（税込）
〔登録教習機関にのみ販売します〕

・当協会の「2403：改訂第２版 玉掛け作業
者教本－技能講習テキスト」に準拠した学
科試験問題集です。
・試験問題は、四肢択一式で、5種類作成さ
れています。

5302
フォークリフト運転技能講習（改訂新版）
　学科試験問題集 〔冊子・CD〕 5402

車両系建設機械運転技能講習（整地等用）（改訂第2版）
　学科試験問題集 〔冊子・CD〕

講習用補助教材（パワーポイント）

7002 フォークリフト運転技能講習（改訂新版）　講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

・当協会の「2303：改訂新版 フォー
クリフト運転者教本―技能講習テキ
スト」に準拠したパワーポイントで
す。

(一社)全国登録教習機関協会編
CD
定価　15,720円（税込）

7012 小型移動式クレーン運転技能講習（改訂第5版）　講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

(一社)全国登録教習機関協会編
CD
定価　15,720円（税込）

・当協会の「2103：改訂第5版 小型移
動式クレーン運転者教本―技能講
習テキスト」に準拠したパワーポイ
ントです。

(一社)全国登録教習機関協会編
A4判
定価　7,860円（税込）
〔登録教習機関にのみ販売します〕

・当協会の「2303：改訂新版 フォークリフ
ト運転者教本－技能講習テキスト」に準拠
した学科試験問題集です。
・試験問題は、四肢択一式で、5種類作成さ
れています。

(一社)全国登録教習機関協会編
A4判
定価　7,860円（税込）
〔登録教習機関にのみ販売します〕

・当協会の「2203：改訂第２版 車両系建設
機械運転者教本（整地等用）－技能講習テ
キスト」に準拠した学科試験問題集です。
・試験問題は、四肢択一式で、5種類作成さ
れています。

5502
高所作業車運転技能講習 （改訂新版）
　学科試験問題集 〔冊子・CD〕 5601

車両系建設機械運転技能講習（解体用）
　学科試験問題集 〔冊子・CD〕

・当協会の「2502：改訂新版 高所作業車
運転者教本－技能講習テキスト」に準拠し
た学科試験問題集です。
・試験問題は、四肢択一式で、6種類作成さ
れています。 

(一社)全国登録教習機関協会編
A4判
定価　7,860円（税込）
〔登録教習機関にのみ販売します〕

5701
ガス溶接等技能講習
　学科試験問題集 〔冊子・CD〕

・当協会の「2601：ガス溶接等作業者教本
－技能講習テキスト」に準拠した学科試験
問題集です。
・試験問題は、四肢択一式で、３種類作成さ
れています。 

(一社)全国登録教習機関協会編
A4判
定価　7,860円（税込）
〔登録教習機関にのみ販売します〕

(一社)全国登録教習機関協会編
A4判
定価　7,860円（税込）
〔登録教習機関にのみ販売します〕

・当協会の「2251：車両系建設機械運転者
教本（解体用）－技能講習テキスト」に準
拠した学科試験問題集です。
※機体質量3トン以上の車両系建設機械
（整地等用）の技能講習資格修了者が解
体用の技能講習資格を取得する場合の
学科試験問題集であることから「走行
に関する装置の構造及び取扱いの方法
に関する知識」の問題は含まれておりま
せん。

・試験問題は、四肢択一式で、3種類作成さ
れています。 

3 4

7022
高所作業車運転技能講習 （改訂新版）
　講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

・当協会の「2502：改訂新版 高所作
業車運転者教本―技能講習テキス
ト」に準拠したパワーポイントです。

(一社)全国登録教習機関協会編
CD
定価　15,720円（税込）

7032
玉掛け技能講習（改訂第2版）
　講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

・当協会の「2403：改訂第2版 玉掛け
作業者教本―技能講習テキスト」に
準拠したパワーポイントです。

(一社)全国登録教習機関協会編
CD
定価　15,720円（税込）

7051
ガス溶接等技能講習
　講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

・当協会の「2601：ガス溶接等作業
教本―技能講習テキスト」に準拠し
たパワーポイントです。

7042
車両系建設機械運転技能講習（整地等用）（改訂第2版）
　講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

・当協会の「2203：改訂第２版 車両
系建設機械運転者教本（整地等用）―
技能講習テキスト」に準拠したパワー
ポイントです。

(一社)全国登録教習機関協会編
CD
定価　15,720円（税込）

(一社)全国登録教習機関協会編
CD
定価　15,720円（税込）

7511
アーク溶接等作業特別教育
　講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

・当協会の「1401：アーク溶接等作業
教本―特別教育テキスト」に準拠し
たパワーポイントです。

7501
フルハーネス型墜落制止用器具作業特別教育（新版）
　講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

・当協会の「1301：新版 フルハーネ
ス型墜落制止用器具作業教本―特
別教育テキスト」に準拠したパワー
ポイントです。

(一社)全国登録教習機関協会編
CD
定価　15,720円（税込）

(一社)全国登録教習機関協会編
CD
定価　15,720円（税込）

7521
電気自動車整備業務等作業特別教育
　講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

・当教会の「1501：電気自動車整備業
務等作業教本－特別教育テキスト」
に準拠したパワーポイントです。

(一社)全国登録教習機関協会編
CD
定価　15,720円（税込）

7531
低圧電気等作業特別教育
　講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

・当協会の「1601：低圧電気等作業
教本―特別教育テキスト」に準拠し
た、パワーポイントです。

(一社)全国登録教習機関協会編
CD
定価　15,720円（税込）

※CD付きで、編集して独自の試験問題を作成することができます。
※登録教習機関へのみの販売となります。御注意下さい。

※テキストの要点、写真、図、表等をベースにし、講義の内容や方法に応じた独自のパワーポントを作成すること
ができます。



技能講習用学科試験問題集

5102
小型移動式クレーン運転技能講習（改訂第5版）
　学科試験問題集 〔冊子・CD〕

・当協会の「2103：改訂第5版 小型移動式
クレーン運転者教本－技能講習テキスト」
に準拠した学科試験問題集です。
・試験問題は、四肢択一式で、5種類作成さ
れています。

(一社)全国登録教習機関協会編
A4判
定価　7,860円（税込）
〔登録教習機関にのみ販売します〕

5202
玉掛け技能講習（改訂第2版）
　学科試験問題集 〔冊子・CD〕

(一社)全国登録教習機関協会編
A4判
定価　7,860円（税込）
〔登録教習機関にのみ販売します〕

・当協会の「2403：改訂第２版 玉掛け作業
者教本－技能講習テキスト」に準拠した学
科試験問題集です。
・試験問題は、四肢択一式で、5種類作成さ
れています。

5302
フォークリフト運転技能講習（改訂新版）
　学科試験問題集 〔冊子・CD〕 5402

車両系建設機械運転技能講習（整地等用）（改訂第2版）
　学科試験問題集 〔冊子・CD〕

講習用補助教材（パワーポイント）

7002 フォークリフト運転技能講習（改訂新版）　講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

・当協会の「2303：改訂新版 フォー
クリフト運転者教本―技能講習テキ
スト」に準拠したパワーポイントで
す。

(一社)全国登録教習機関協会編
CD
定価　15,720円（税込）

7012 小型移動式クレーン運転技能講習（改訂第5版）　講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

(一社)全国登録教習機関協会編
CD
定価　15,720円（税込）

・当協会の「2103：改訂第5版 小型移
動式クレーン運転者教本―技能講
習テキスト」に準拠したパワーポイ
ントです。

(一社)全国登録教習機関協会編
A4判
定価　7,860円（税込）
〔登録教習機関にのみ販売します〕

・当協会の「2303：改訂新版 フォークリフ
ト運転者教本－技能講習テキスト」に準拠
した学科試験問題集です。
・試験問題は、四肢択一式で、5種類作成さ
れています。

(一社)全国登録教習機関協会編
A4判
定価　7,860円（税込）
〔登録教習機関にのみ販売します〕

・当協会の「2203：改訂第２版 車両系建設
機械運転者教本（整地等用）－技能講習テ
キスト」に準拠した学科試験問題集です。
・試験問題は、四肢択一式で、5種類作成さ
れています。

5502
高所作業車運転技能講習 （改訂新版）
　学科試験問題集 〔冊子・CD〕 5601

車両系建設機械運転技能講習（解体用）
　学科試験問題集 〔冊子・CD〕

・当協会の「2502：改訂新版 高所作業車
運転者教本－技能講習テキスト」に準拠し
た学科試験問題集です。
・試験問題は、四肢択一式で、6種類作成さ
れています。 

(一社)全国登録教習機関協会編
A4判
定価　7,860円（税込）
〔登録教習機関にのみ販売します〕

5701
ガス溶接等技能講習
　学科試験問題集 〔冊子・CD〕

・当協会の「2601：ガス溶接等作業者教本
－技能講習テキスト」に準拠した学科試験
問題集です。
・試験問題は、四肢択一式で、３種類作成さ
れています。 

(一社)全国登録教習機関協会編
A4判
定価　7,860円（税込）
〔登録教習機関にのみ販売します〕

(一社)全国登録教習機関協会編
A4判
定価　7,860円（税込）
〔登録教習機関にのみ販売します〕

・当協会の「2251：車両系建設機械運転者
教本（解体用）－技能講習テキスト」に準
拠した学科試験問題集です。
※機体質量3トン以上の車両系建設機械
（整地等用）の技能講習資格修了者が解
体用の技能講習資格を取得する場合の
学科試験問題集であることから「走行
に関する装置の構造及び取扱いの方法
に関する知識」の問題は含まれておりま
せん。

・試験問題は、四肢択一式で、3種類作成さ
れています。 

3 4

7022
高所作業車運転技能講習 （改訂新版）
　講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

・当協会の「2502：改訂新版 高所作
業車運転者教本―技能講習テキス
ト」に準拠したパワーポイントです。

(一社)全国登録教習機関協会編
CD
定価　15,720円（税込）

7032
玉掛け技能講習（改訂第2版）
　講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

・当協会の「2403：改訂第2版 玉掛け
作業者教本―技能講習テキスト」に
準拠したパワーポイントです。

(一社)全国登録教習機関協会編
CD
定価　15,720円（税込）

7051
ガス溶接等技能講習
　講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

・当協会の「2601：ガス溶接等作業
教本―技能講習テキスト」に準拠し
たパワーポイントです。

7042
車両系建設機械運転技能講習（整地等用）（改訂第2版）
　講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

・当協会の「2203：改訂第２版 車両
系建設機械運転者教本（整地等用）―
技能講習テキスト」に準拠したパワー
ポイントです。

(一社)全国登録教習機関協会編
CD
定価　15,720円（税込）

(一社)全国登録教習機関協会編
CD
定価　15,720円（税込）

7511
アーク溶接等作業特別教育
　講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

・当協会の「1401：アーク溶接等作業
教本―特別教育テキスト」に準拠し
たパワーポイントです。

7501
フルハーネス型墜落制止用器具作業特別教育（新版）
　講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

・当協会の「1301：新版 フルハーネ
ス型墜落制止用器具作業教本―特
別教育テキスト」に準拠したパワー
ポイントです。

(一社)全国登録教習機関協会編
CD
定価　15,720円（税込）

(一社)全国登録教習機関協会編
CD
定価　15,720円（税込）

7521
電気自動車整備業務等作業特別教育
　講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

・当教会の「1501：電気自動車整備業
務等作業教本－特別教育テキスト」
に準拠したパワーポイントです。

(一社)全国登録教習機関協会編
CD
定価　15,720円（税込）

7531
低圧電気等作業特別教育
　講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

・当協会の「1601：低圧電気等作業
教本―特別教育テキスト」に準拠し
た、パワーポイントです。

(一社)全国登録教習機関協会編
CD
定価　15,720円（税込）

※CD付きで、編集して独自の試験問題を作成することができます。
※登録教習機関へのみの販売となります。御注意下さい。

※テキストの要点、写真、図、表等をベースにし、講義の内容や方法に応じた独自のパワーポントを作成すること
ができます。



登録教習機関業務運営用資料

6304 業務運営実務マニュアル（改訂第3版） 〔冊子・CD〕

(一社)全国登録教習機関協会編
A4判〔冊子・CD〕
定価　5,240円（税込）

・登録教習機関の実施管理者の役割である実
施計画の策定、講師等の選定、講習科目・時間
の決定、関係帳簿の作成等に関する様々な情
報、資料、見本をわかりやすく収録したマニュ
アルです。
・実施管理者の役割から日常の管理まで幅広く
まとめてある実施管理者必読のマニュアルで
す。

6352 改訂第1版　行政通達集 〔冊子〕

・登録教習機関にとって必要な通達を時
系列に整理の上収録しています。
・通達の読解により、登録教習機関制度
や技能講習制度についての理解が一層
深まります。
・登録申請や登録更新の手続き、その他
行政との対応の際に臨機応変に活用で
きます。

6501 技能講習規程類集（作業主任者関係） 〔CD〕

(一社)全国登録教習機関協会編／CD
定価　1,570円（税込）

・6401の「③技能講習規程類集（実技
講習関係）」の作業主任者編として作
成したものです。
・作業主任者技能講習規程に加え、作
業主任者に係る技能講習の科目、時
間及び受講資格表等の情報及び時間
割の作成例等も含まれています。

6601 実技教習規程類集（クレーン等教習規程）

(一社)全国登録教習機関協会編／CD
定価　1,570円（税込）

6701 業務運営の実務参考事例集 〔CD〕

(一社)全国登録教習機関協会編／CD
定価　5,240円（税込）

6801 登録教習機関－監査事例集

(一社)全国登録教習機関協会編／CD
定価　5,240円（税込）

6901 登録教習機関－登録の更新マニュアル 〔冊子〕

(一社)全国登録教習機関協会編
A4判
定価　5,240円（税込）

・登録教習機関は、5年間ごとに更新すること
が必要です。
・その登録の更新における手続き等を焦点に
したマニュアルです。
・「登録教習機関の手引き」、実施管理者のた
めの「業務運営実務マニュアル」等とあわせ
て活用することにより、登録更新手続きが
スムーズに行うことができます。

・登録教習機関における受講者の受付
から修了証の交付までの日常の管理
業務における問題点を調査した結果
を、事例集としてまとめたものです。
・「6304：業務運営実務マニュアル」の続
編(第2編)としてまとめております。

・クレーン等に関する実技教習規程（含
む通達）をわかりやすくとりまとめたも
のです。
・実技教習を実施している登録教習機関
必携の規程集です。

・監査の事例を中心に取りまとめた登録
教育機関の業務運営のための参考書で
す。
・「6304：業務運営実務マニュアル」の続
編（第3編）として取りまとめたものです。

視聴覚教材

5 6

6401
内部監査マニュアル
労働安全衛生法の解説
技能講習規程類集（実技講習編）

・登録教習機関の業務に関係のある次の三つ
の情報をまとめたCD
①登録教習機関　内部監査マニュアル
　法令により登録教習機関自らが実施する
ことが求められている「内部監査」に関す
る規程、実施体制、実施方法等に関し、わ
かりやすくまとめたマニュアル。

②登録教習機関のための「労働安全衛生法
の解説」

　技能講習等に関連する法令を体系的にま
とめた解説書。

③技能講習規程類集（実技講習関係）
　技能講習に係る法令と各種技能講習規程
をまとめたもの。

(一社)全国登録教習機関協会編／CD
定価　8,390円（税込）

〔CD〕

〔CD〕

〔CD〕

7101
危険再認識教育用DVD
高所作業車運転者のための実技教育視聴覚教材

・高所作業車の危険再認識教育用のDVD教材です。
・次の内容を収録しています。
①傾斜地車輌設置
②地盤養生不良
③死角確認
④段差走行

(一社)全国登録教習機関協会編
DVD：27分
定価　1,570円（税込）

7102
危険再認識教育用DVD
“生死を決めるもの”　高所作業車の隠れた危険

(一社)全国登録教習機関協会編
DVD：29分
定価　1,570円（税込）

7201
安全教育用DVD
ドラグ・ショベル工事における労働災害事例と防止策

・ドラグ・ショベル運転者の安全教育用のDVD
教材です。
・ドラグ・ショベル使用中の次の災害事例と対策
を収録しています。
①つり荷作業 ②転倒・転落
③はさまれ・激突 ④ひかれ
⑤レバー操作ミス

(一社)全国登録教習機関協会編
DVD：17分
定価　1,570円（税込）

7202
危険再認識教育用DVD
ドラグ・ショベルオペレーターのための実技教育教材

(一社)全国登録教習機関協会編
DVD：22分
定価　1,570円（税込）

7203
危険再認識教育用DVD
命の鍵はあなたの手に ドラグ・ショベルの隠れた危険

(一社)全国登録教習機関協会編
DVD：30分
定価　1,570円（税込）

7301
危険再認識教育用DVD
命が狙われる瞬間 ローラーの隠れた危険

(一社)全国登録教習機関協会編
DVD：28分
定価　1,570円（税込）

7302
危険再認識教育用DVD
ローラー・オペレーターのための実技教育ビデオ教材

(一社)全国登録教習機関協会編
DVD：20分
定価　1,570円（税込）

・ローラーの危険再認識教育用のDVD教材です。
・次の内容を収録しています。
①データで見る災害の発生状況
②ローラー使用中の主な災害
（発生状況～原因～防止対策）
・はさまれ／巻き込まれ ・激突され
・墜落／転落 ・転倒
③どうしますか？こんな時・・・
   5つのケーススタディ

・ドラグ・ショベルの危険再認識教育用のDVD教材です。
・次の内容を収録しています。
①データで見る災害の発生状況
②ドラグ・ショベル使用中の災害
　（発生状況～原因～防止対策）
　・ひかれ ・誤ってレバーに接触
　・はさまれ ・転倒／転落
　・激突 ・つり荷作業
③用途外使用におけるドラグ・ショベル 
   の使い方

・ローラーの危険再認識教育用のDVDです。
・次の三種類の実技教育を収録しています。
①死角確認（作業状態）
②路肩走行
③スラローム走行

・高所作業車の危険再認識教育用のDVD教材です。
・次の内容を収録しています。
①データで見る災害の発生状況
②高所作業車使用中の主な災害
   （発生状況～原因～防止対策）
③どうしますか？こんな時・・・
   4つのケーススタディ

・ドラグ・ショベルの危険再認識教育用のDVD教
材です。
・次の三種類の実技教育を収録しています。
①つり荷旋回
②斜面走行
③斜面旋回

6302 登録教習機関の手引き（改訂新版） 

・登録教習機関としての、登録申請（登録更新）
手続き、業務規程の作成から業務運営に至る
までの一貫した手引書です。
・登録教習機関に係る法令、業務規程の作成
方法、業務の運営方法等の詳細な解説及び
登録申請用のテンプレート、作成例等が収録
された、業界唯一の解説書です。

(一社)全国登録教習機関協会編
A4判〔冊子・CD〕
定価　7,340円（税込）

(一社)全国登録教習機関協会編
A4判
定価　6,300円（税込）

〔冊子・CD〕
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危険再認識教育用テキスト

3101
高所作業車運転従事者
　危険再認識教育テキスト

・高所作業車の運転従事者
を対象とした危険再認識
教育用のテキストです。

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　1,570円（税込）

3201
ドラッグ・ショベル運転従事者
　危険再認識教育テキスト

・ドラッグ・ショベルの運転
従事者を対象とした危険
再認識教育用のテキスト
です。

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　3,150円（税込）

3301
ローラー運転従事者
　危険再認識教育テキスト

・ローラーの運転従事者を
対象とした危険再認識教
育用のテキストです。

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　3,150円（税込）

※危険再認識教育とは、資格取得後、おおむね10年以上経過した運転者を対象とし、実技を中心に危険性を
再認識させ、安全な作業方法を身に付けさせる教育です。



登録教習機関業務運営用資料

6304 業務運営実務マニュアル（改訂第3版） 〔冊子・CD〕

(一社)全国登録教習機関協会編
A4判〔冊子・CD〕
定価　5,240円（税込）

・登録教習機関の実施管理者の役割である実
施計画の策定、講師等の選定、講習科目・時間
の決定、関係帳簿の作成等に関する様々な情
報、資料、見本をわかりやすく収録したマニュ
アルです。
・実施管理者の役割から日常の管理まで幅広く
まとめてある実施管理者必読のマニュアルで
す。

6352 改訂第1版　行政通達集 〔冊子〕

・登録教習機関にとって必要な通達を時
系列に整理の上収録しています。
・通達の読解により、登録教習機関制度
や技能講習制度についての理解が一層
深まります。
・登録申請や登録更新の手続き、その他
行政との対応の際に臨機応変に活用で
きます。

6501 技能講習規程類集（作業主任者関係） 〔CD〕

(一社)全国登録教習機関協会編／CD
定価　1,570円（税込）

・6401の「③技能講習規程類集（実技
講習関係）」の作業主任者編として作
成したものです。
・作業主任者技能講習規程に加え、作
業主任者に係る技能講習の科目、時
間及び受講資格表等の情報及び時間
割の作成例等も含まれています。

6601 実技教習規程類集（クレーン等教習規程）

(一社)全国登録教習機関協会編／CD
定価　1,570円（税込）

6701 業務運営の実務参考事例集 〔CD〕

(一社)全国登録教習機関協会編／CD
定価　5,240円（税込）

6801 登録教習機関－監査事例集

(一社)全国登録教習機関協会編／CD
定価　5,240円（税込）

6901 登録教習機関－登録の更新マニュアル 〔冊子〕

(一社)全国登録教習機関協会編
A4判
定価　5,240円（税込）

・登録教習機関は、5年間ごとに更新すること
が必要です。
・その登録の更新における手続き等を焦点に
したマニュアルです。
・「登録教習機関の手引き」、実施管理者のた
めの「業務運営実務マニュアル」等とあわせ
て活用することにより、登録更新手続きが
スムーズに行うことができます。

・登録教習機関における受講者の受付
から修了証の交付までの日常の管理
業務における問題点を調査した結果
を、事例集としてまとめたものです。
・「6304：業務運営実務マニュアル」の続
編(第2編)としてまとめております。

・クレーン等に関する実技教習規程（含
む通達）をわかりやすくとりまとめたも
のです。
・実技教習を実施している登録教習機関
必携の規程集です。

・監査の事例を中心に取りまとめた登録
教育機関の業務運営のための参考書で
す。
・「6304：業務運営実務マニュアル」の続
編（第3編）として取りまとめたものです。

視聴覚教材

5 6

6401
内部監査マニュアル
労働安全衛生法の解説
技能講習規程類集（実技講習編）

・登録教習機関の業務に関係のある次の三つ
の情報をまとめたCD
①登録教習機関　内部監査マニュアル
　法令により登録教習機関自らが実施する
ことが求められている「内部監査」に関す
る規程、実施体制、実施方法等に関し、わ
かりやすくまとめたマニュアル。

②登録教習機関のための「労働安全衛生法
の解説」

　技能講習等に関連する法令を体系的にま
とめた解説書。

③技能講習規程類集（実技講習関係）
　技能講習に係る法令と各種技能講習規程
をまとめたもの。

(一社)全国登録教習機関協会編／CD
定価　8,390円（税込）

〔CD〕

〔CD〕

〔CD〕

7101
危険再認識教育用DVD
高所作業車運転者のための実技教育視聴覚教材

・高所作業車の危険再認識教育用のDVD教材です。
・次の内容を収録しています。
①傾斜地車輌設置
②地盤養生不良
③死角確認
④段差走行

(一社)全国登録教習機関協会編
DVD：27分
定価　1,570円（税込）

7102
危険再認識教育用DVD
“生死を決めるもの”　高所作業車の隠れた危険

(一社)全国登録教習機関協会編
DVD：29分
定価　1,570円（税込）

7201
安全教育用DVD
ドラグ・ショベル工事における労働災害事例と防止策

・ドラグ・ショベル運転者の安全教育用のDVD
教材です。
・ドラグ・ショベル使用中の次の災害事例と対策
を収録しています。
①つり荷作業 ②転倒・転落
③はさまれ・激突 ④ひかれ
⑤レバー操作ミス

(一社)全国登録教習機関協会編
DVD：17分
定価　1,570円（税込）

7202
危険再認識教育用DVD
ドラグ・ショベルオペレーターのための実技教育教材

(一社)全国登録教習機関協会編
DVD：22分
定価　1,570円（税込）

7203
危険再認識教育用DVD
命の鍵はあなたの手に ドラグ・ショベルの隠れた危険

(一社)全国登録教習機関協会編
DVD：30分
定価　1,570円（税込）

7301
危険再認識教育用DVD
命が狙われる瞬間 ローラーの隠れた危険

(一社)全国登録教習機関協会編
DVD：28分
定価　1,570円（税込）

7302
危険再認識教育用DVD
ローラー・オペレーターのための実技教育ビデオ教材

(一社)全国登録教習機関協会編
DVD：20分
定価　1,570円（税込）

・ローラーの危険再認識教育用のDVD教材です。
・次の内容を収録しています。
①データで見る災害の発生状況
②ローラー使用中の主な災害
（発生状況～原因～防止対策）
・はさまれ／巻き込まれ ・激突され
・墜落／転落 ・転倒
③どうしますか？こんな時・・・
   5つのケーススタディ

・ドラグ・ショベルの危険再認識教育用のDVD教材です。
・次の内容を収録しています。
①データで見る災害の発生状況
②ドラグ・ショベル使用中の災害
　（発生状況～原因～防止対策）
　・ひかれ ・誤ってレバーに接触
　・はさまれ ・転倒／転落
　・激突 ・つり荷作業
③用途外使用におけるドラグ・ショベル 
   の使い方

・ローラーの危険再認識教育用のDVDです。
・次の三種類の実技教育を収録しています。
①死角確認（作業状態）
②路肩走行
③スラローム走行

・高所作業車の危険再認識教育用のDVD教材です。
・次の内容を収録しています。
①データで見る災害の発生状況
②高所作業車使用中の主な災害
   （発生状況～原因～防止対策）
③どうしますか？こんな時・・・
   4つのケーススタディ

・ドラグ・ショベルの危険再認識教育用のDVD教
材です。
・次の三種類の実技教育を収録しています。
①つり荷旋回
②斜面走行
③斜面旋回

6302 登録教習機関の手引き（改訂新版） 

・登録教習機関としての、登録申請（登録更新）
手続き、業務規程の作成から業務運営に至る
までの一貫した手引書です。
・登録教習機関に係る法令、業務規程の作成
方法、業務の運営方法等の詳細な解説及び
登録申請用のテンプレート、作成例等が収録
された、業界唯一の解説書です。

(一社)全国登録教習機関協会編
A4判〔冊子・CD〕
定価　7,340円（税込）

(一社)全国登録教習機関協会編
A4判
定価　6,300円（税込）

〔冊子・CD〕
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危険再認識教育用テキスト

3101
高所作業車運転従事者
　危険再認識教育テキスト

・高所作業車の運転従事者
を対象とした危険再認識
教育用のテキストです。

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　1,570円（税込）

3201
ドラッグ・ショベル運転従事者
　危険再認識教育テキスト

・ドラッグ・ショベルの運転
従事者を対象とした危険
再認識教育用のテキスト
です。

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　3,150円（税込）

3301
ローラー運転従事者
　危険再認識教育テキスト

・ローラーの運転従事者を
対象とした危険再認識教
育用のテキストです。

(一社)全国登録教習機関協会編
B5判
定価　3,150円（税込）

※危険再認識教育とは、資格取得後、おおむね10年以上経過した運転者を対象とし、実技を中心に危険性を
再認識させ、安全な作業方法を身に付けさせる教育です。



　ご注文は、「全登協テキスト注文書」に、必要事項をご記入の上、FAX又はメールにてご注文ください。注文書の用紙は、
HPよりダウンロードすることができます。

　※初めてのお客様は、原則として事前振込みによる販売となります。「全登協テキスト注文書」の内容を確認後、
「発送料込みの総合計金額」をご連絡します。銀行振込みを確認後発送します。

【注文書の記入上の留意事項】
①「電話番号」「FAX番号」は、必ずご記入下さい。
②注文者と異なる場所へテキストの送付を希望する場合は、「テキスト送付先」欄に“送付先宛名”、“住所”、“電話番号”
等を必ずご記入ください。

③「請求書」は、原則として「注文者」に送付します。
④「テキスト代金の支払い」は、請求書に記載された指定銀行にお振り込みください。
　「テキスト代金の振込者」（「支払者」）と「注文者」が異なる場合は、備考欄に「支払者名と連絡先」をご記入ください。
⑤“特に急ぐ場合”は、注文書に明記してください。ただし、追加料金が発生する場合があります。
⑥“到着日指定のある場合”または、“受け取り出来ない日がある場合”は注文書に明記してください。

全登協テキスト等注文要領

1 注文方法について

１.発送
①午前中に届いたご注文は、原則として当日発送いたします。
②年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休業および土日祭日を除く毎日発送いたします。
　〔年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休業の期間は、全登協ホームページに掲載します〕
③到着までの所要日数は、「表－1　テキスト配達所要日数」に示すとおりです。道路、気象状況等により遅れる場合が
ありますので、日程に余裕を持ってご注文ください。

【注意】 ※1：交通、気象状況等により遅れることがあります。
 ※2：離島等の場合、遅れることがあります。

【注意】 ※1：1kg以上3kg未満　
　　　 ※2：3kg以上10kg未満　
　　　 ※3：離島の場合は、別料金となる場合があります。

区分

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

重　　量

1kg未満

1回の注文10万円以上

1kg以上

5kg以上

10kg以上

5kg未満

10kg未満

20kg未満

沖縄県以外の地域

520円

840円

1,050円

1,370円

2,740円

沖縄県

520円

950円

1,680円

2,100円

4,200円

2.送料
①送料は、「表－2　テキスト梱包・発送料(税込）」に示すように、沖縄県を除く都道府県は均一料金です。
②送料は、重量を基準としているため、テキストの種類により、１梱包当たりのテキストの冊数が異なる場合があります。
③異なる種類のテキストが、同一梱包で送付されるときがあります。
④1回のご注文が10万円以上の場合は、“沖縄県以外の地域は2,740円”、“沖縄県は4,200円”の“均一料金”とさせてい
ただきます。

2 発送について

１.代金の支払い
　テキスト代金は、請求書到着後2週間以内に、次の指定銀行にお振込みください。
　※初めてのお客様は、「発送料込みの総合計金額」を下記のみずほ銀行にお振込みください。

 

2.その他
①複数の請求書の代金をまとめて振り込む場合
　複数の請求書をまとめて振込む場合、又は系列の登録教習機関で購入したテキストの代金を本社（本部）等にてまとめ
て振込む場合は、必ず、“振込み金額の内訳”（“請求書の番号”、“請求書の日付”、“請求書の金額”及び“合計の振込金
額”）を、FAX又はメールにて、ご連絡ください。
②テキスト以外の費用（例：講習会費用）と合わせて振込む場合も、その内訳をFAX又はメールにて、ご連絡ください。 
③都合により振込みが遅れる場合は、ご連絡ください。
④振込み金受領書をもって領収書に代えさせていただきます。
⑤振込み手数料は、お客様ご負担でお願いたします。

3 代金の支払方法等について

配達日 翌々日 翌々日翌々日翌　　　日 翌日

表－1　テキスト配達所要日数

表－2　テキスト梱包・発送料（税込）
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振込み先

問合せ先

　みずほ銀行　芝支店
　普通　NO.1008039　
　口座名義　一般社団法人　全国登録教習機関協会

TEL：03‐3456‐4787　FAX：03‐3456‐1304　E-mail：z-tosho@zentokyo.or.jp
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　ご注文は、「全登協テキスト注文書」に、必要事項をご記入の上、FAX又はメールにてご注文ください。注文書の用紙は、
HPよりダウンロードすることができます。

　※初めてのお客様は、原則として事前振込みによる販売となります。「全登協テキスト注文書」の内容を確認後、
「発送料込みの総合計金額」をご連絡します。銀行振込みを確認後発送します。

【注文書の記入上の留意事項】
①「電話番号」「FAX番号」は、必ずご記入下さい。
②注文者と異なる場所へテキストの送付を希望する場合は、「テキスト送付先」欄に“送付先宛名”、“住所”、“電話番号”
等を必ずご記入ください。

③「請求書」は、原則として「注文者」に送付します。
④「テキスト代金の支払い」は、請求書に記載された指定銀行にお振り込みください。
　「テキスト代金の振込者」（「支払者」）と「注文者」が異なる場合は、備考欄に「支払者名と連絡先」をご記入ください。
⑤“特に急ぐ場合”は、注文書に明記してください。ただし、追加料金が発生する場合があります。
⑥“到着日指定のある場合”または、“受け取り出来ない日がある場合”は注文書に明記してください。

全登協テキスト等注文要領

1 注文方法について

１.発送
①午前中に届いたご注文は、原則として当日発送いたします。
②年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休業および土日祭日を除く毎日発送いたします。
　〔年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休業の期間は、全登協ホームページに掲載します〕
③到着までの所要日数は、「表－1　テキスト配達所要日数」に示すとおりです。道路、気象状況等により遅れる場合が
ありますので、日程に余裕を持ってご注文ください。

【注意】 ※1：交通、気象状況等により遅れることがあります。
 ※2：離島等の場合、遅れることがあります。

【注意】 ※1：1kg以上3kg未満　
　　　 ※2：3kg以上10kg未満　
　　　 ※3：離島の場合は、別料金となる場合があります。

区分

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

重　　量

1kg未満

1回の注文10万円以上

1kg以上

5kg以上

10kg以上

5kg未満

10kg未満

20kg未満

沖縄県以外の地域

520円

840円

1,050円

1,370円

2,740円

沖縄県

520円

950円

1,680円

2,100円

4,200円

2.送料
①送料は、「表－2　テキスト梱包・発送料(税込）」に示すように、沖縄県を除く都道府県は均一料金です。
②送料は、重量を基準としているため、テキストの種類により、１梱包当たりのテキストの冊数が異なる場合があります。
③異なる種類のテキストが、同一梱包で送付されるときがあります。
④1回のご注文が10万円以上の場合は、“沖縄県以外の地域は2,740円”、“沖縄県は4,200円”の“均一料金”とさせてい
ただきます。

2 発送について

１.代金の支払い
　テキスト代金は、請求書到着後2週間以内に、次の指定銀行にお振込みください。
　※初めてのお客様は、「発送料込みの総合計金額」を下記のみずほ銀行にお振込みください。

 

2.その他
①複数の請求書の代金をまとめて振り込む場合
　複数の請求書をまとめて振込む場合、又は系列の登録教習機関で購入したテキストの代金を本社（本部）等にてまとめ
て振込む場合は、必ず、“振込み金額の内訳”（“請求書の番号”、“請求書の日付”、“請求書の金額”及び“合計の振込金
額”）を、FAX又はメールにて、ご連絡ください。
②テキスト以外の費用（例：講習会費用）と合わせて振込む場合も、その内訳をFAX又はメールにて、ご連絡ください。 
③都合により振込みが遅れる場合は、ご連絡ください。
④振込み金受領書をもって領収書に代えさせていただきます。
⑤振込み手数料は、お客様ご負担でお願いたします。

3 代金の支払方法等について

配達日 翌々日 翌々日翌々日翌　　　日 翌日

表－1　テキスト配達所要日数

表－2　テキスト梱包・発送料（税込）
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(一社)全国登録教習機関協会販売品価格表（税込）

1111

1121

1202

1301

2103

2202

2251

2303

2402

2502

3101

3201

3301

5102

5201

5302

5401

5502

5601

6302

6303

6351

6401

6501

6601

6701

6801

6901

7002

7012

7022

7031

7041

7501

品　　　　　　名

〔特別教育用テキスト〕 

改訂版　小型車両系建設機械（整地等用）運転者教本－特別教育用

改訂版　小型車両系建設機械（解体用）運転者教本－特別教育用 

改訂版　高所作業車運転者教本－特別教育用 

フルハーネス型墜落制止用器具作業教本－特別教育用 

〔技能講習用テキスト〕 

改訂第5版　小型移動式クレーン運転者教本－技能講習用 

改訂新版　車両系建設機械運転者教本（整地等用）－技能講習用　 

車両系建設機械運転者教本（解体用）－技能講習用 

改訂新版　フォークリフト運転者教本－技能講習用　 

改訂版　玉掛け作業者教本－技能講習用 

改訂新版　高所作業車運転者教本－技能講習用 

〔危険再認識教育用テキスト〕 

高所作業車運転業務従事者－危険再認識教育用 

ドラグ・ショベル運転業務従事者－危険再認識教育用 

ローラー運転業務従事者－危険再認識教育用 

〔学科試験問題集〕 

改訂第5版　小型移動式クレーン運転技能講習－学科試験問題集 〔冊子・CD〕

改訂版　玉掛け技能講習－学科試験問題集 〔冊子・CD〕

改訂新版　フォークリフト運転技能講習－学科試験問題集 〔冊子・CD〕

改訂新版　車両系建設機械運転技能講習（整地等用）－学科試験問題集 〔冊子・CD〕

改訂新版　高所作業車運転技能講習－学科試験問題集 〔冊子・CD〕

車両系建設機械運転技能講習（解体用）－学科試験問題集 〔冊子・CD〕

〔登録教習機関業務運営用資料〕 

登録教習機関の手引き（改訂新版） 〔冊子・CD〕

業務運営実務マニュアル（改訂新版） 〔冊子・CD〕

行政通達集 〔冊子〕

内部監査マニュアル・労働安全衛生法の解説・技能講習規程類集（実技講習編） 〔CD〕

技能講習規程類集（作業主任者関係編） 〔CD〕

実技教習規程類集（クレーン等教習規程） 〔CD〕

業務運営の実務参考事例集 〔CD〕

登録教習機関－監査事例集 〔CD〕

登録教習機関－登録の更新マニュアル 〔冊子〕

〔講師用補助教材・視聴覚教材〕 

改訂新版　フォークリフト運転技能講習講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

改訂第5版　小型移動式クレーン運転技能講習講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

改訂新版　高所作業車運転技能講習講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

改訂版　玉掛け技能講習講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

改訂新版　車両系建設機械運転技能（整地等用）講習講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

フルハーネス型墜落制止用器具作業特別教育講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

単位

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

セット

セット

セット

セット

セット

セット

セット

セット

冊

枚

枚

枚

枚

枚

冊

枚

枚

枚

枚

枚

枚

会員価格

1,030円

1,030円

1,030円

650円

1,030円

1,080円

1,080円

1,030円

1,130円

1,130円

1,030円

2,060円

2,060円

5,140円

5,140円

5,140円

5,140円

5,140円

5,140円

5,140円

3,090円

3,090円

5,140円

1,030円

1,030円

3,090円

3,090円

3,090円

10,290円

10,290円

10,290円

10,290円

10,290円

10,290円

一般価格

1,340円

1,340円

1,340円

780円

1,340円

1,400円

1,400円

1,340円

1,440円

1,440円

1,540円

3,090円

3,090円

7,710円

7,710円

7,710円

7,710円

7,710円

7,710円

7,200円

5,140円

5,140円

8,230円

1,540円

1,540円

5,140円

5,140円

5,140円

15,430円

15,430円

15,430円

15,430円

15,430円

15,430円
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本

本

本

本

本

本

本

冊

枚

セット

冊

枚

セット

冊

枚

セット

冊

枚

セット

冊

枚

セット

冊

枚

セット

冊

枚

セット

冊

枚

セット

冊

枚

セット

冊

枚

セット

高所作業車運転者のための実技教育視聴覚教材 〔DVD〕

“生死を決めるもの”高所作業車の隠れた危険 〔DVD〕

ドラグ・ショベル工事における労働災害事例と防止策 〔DVD〕

ドラグ・ショベルオペレーターのための実技教育ビデオ教材 〔DVD〕

命の鍵はあなたの手に　ドラグ・ショベルの隠れた危険 〔DVD〕

命が狙われる瞬間　ローラーの隠れた危険 〔DVD〕

ローラー・オペレーターのための実技教育ビデオ教材 〔DVD〕

〔外国語の技能講習用テキスト及び講師用補助教材〕 

英語:小型移動式クレーン運転者教本　　　　　 

英語:小型移動式クレーン運転者教本（パワーポイント）  〔CD〕

英語:小型移動式クレーン運転者教本（学科試験問題集） 〔冊子・CD〕

中国語:小型移動式クレーン運転者教本 

中国語:小型移動式クレーン運転者教本（パワーポイント）  〔CD〕

中国語:小型移動式クレーン運転者教本（学科試験問題集） 〔冊子・CD〕

ポルトガル語:小型移動式クレーン運転者教本　 

ポルトガル語:小型移動式クレーン運転者教本（パワーポイント）  〔CD〕

ポルトガル語:小型移動式クレーン運転者教本（学科試験問題集） 〔冊子・CD〕

英語:フォークリフト運転者教本 

英語:フォークリフト運転者教本（パワーポイント）  〔CD〕

英語:フォークリフト運転者教本（学科試験問題集） 〔冊子・CD〕

中国語:フォークリフト運転者教本 

中国語:フォークリフト運転者教本（パワーポイント）  〔CD〕

中国語:フォークリフト運転者教本（学科試験問題集） 〔冊子・CD〕

ポルトガル語:フォークリフト運転者教本 

ポルトガル語:フォークリフト運転者教本（パワーポイント）  〔CD〕

ポルトガル語:フォークリフト運転者教本（学科試験問題集） 〔冊子・CD〕

英語:玉掛け作業者教本　補助テキスト 

英語:玉掛け作業者教本（パワーポイント）  〔CD〕

英語:玉掛け作業者教本（学科試験問題集） 〔冊子・CD〕

英語:高所作業車運転者教本 

英語:高所作業車運転者教本（パワーポイント）  〔CD〕

英語:高所作業車運転者教本（学科試験問題集） 〔冊子・CD〕

中国語:高所作業車運転者教本 

中国語:高所作業車運転者教本（パワーポイント）  〔CD〕

中国語:高所作業車運転者教本（学科試験問題集） 〔冊子・CD〕

ポルトガル語:高所作業車運転者教本 

ポルトガル語:高所作業車運転者教本（パワーポイント）  〔CD〕

ポルトガル語:高所作業車運転者教本（学科試験問題集） 〔冊子・CD〕

1,030円

1,030円

1,030円

1,030円

1,030円

1,030円

1,030円

3,240円

21,600円

10,800円

3,240円

21,600円

10,800円

3,240円

21,600円

10,800円

3,240円

21,600円

10,800円

3,240円

21,600円

10,800円

3,240円

21,600円

10,800円

3,240円

21,600円

10,800円

3,240円

21,600円

10,800円

3,240円

21,600円

10,800円

3,240円

21,600円

10,800円

1,540円

1,540円

1,540円

1,540円

1,540円

1,540円

1,540円

4,320円

32,400円

16,200円

4,320円

32,400円

16,200円

4,320円

32,400円

16,200円

4,320円

32,400円

16,200円

4,320円

32,400円

16,200円

4,320円

32,400円

16,200円

4,320円

32,400円

16,200円

4,320円

32,400円

16,200円

4,320円

32,400円

16,200円

4,320円

32,400円

16,200円

単位品　　　　　　名 会員価格 一般価格

7101

7102

7201

7202

7203

7301

7302

4111

4112

4113

4121

4122

4123

4131

4132

4133

4311

4312

4313

4321

4322

4323

4331

4332

4333

4411

4412

4413

4511

4512

4513

4521

4522

4523

4531

4532

4533

品　　　　　　名 単位 会員価格 一般価格

〔特別教育用テキスト〕

1111 改訂　小型車両系建設機械運転者テキスト(整地等用)－特別教育用 冊 1,050円 1,370円

1121 改訂　小型車両系建設機械運転者テキスト(解体用)－特別教育用 冊 1,050円 1,370円

1202 改訂　高所作業車運転者教本－特別教育用 冊 1,050円 1,370円

1301 新版　フルハーネス型墜落制止用器具作業教本－特別教育用 冊 660円 800円

1401 アーク溶接等作業教本－特別教育用 冊 800円 1,000円

1501 電気自動車整備業務等作業教本－特別教育用 冊 1,050円 1,370円

1601 低圧電気等作業教本－特別教育用 冊 650円 800円

〔技能講習用テキスト〕

2103 改訂第5版　小型移動式クレーン運転者教本－技能講習用 冊 1,050円 1,370円

2203 改訂第2版　車両系建設機械運転者教本(整地等用)－技能講習用　 冊 1,100円 1,430円

2251 車両系建設機械運転者教本(解体用)－技能講習用 冊 1,100円 1,430円

2303 改訂新版　フォークリフト運転者教本－技能講習用　 冊 1,050円 1,370円

2403 改訂第2版　玉掛け作業者教本－技能講習用 冊 1,150円 1,470円

2502 改訂新版　高所作業車運転者教本－技能講習用 冊 1,150円 1,470円

2601 ガス溶接等作業教本－技能講習用 冊 650円 800円

〔危険再認識教育用テキスト〕

3101 高所作業車運転業務従事者－危険再認識教育用 冊 1,050円 1,570円

3201 ドラグ・ショベル運転業務従事者－危険再認識教育用 冊 2,100円 3,150円

3301 ローラー運転業務従事者－危険再認識教育用 冊 2,100円 3,150円

〔学科試験問題集〕

5102 小型移動式クレーン運転技能講習（改訂第5版）－学科試験問題集 〔CD付き〕 冊 5,240円 7,860円

5202 玉掛け技能講習（改訂第2版）－学科試験問題集 〔CD付き〕 冊 5,240円 7,860円

5302 フォークリフト運転技能講習（改訂新版）－学科試験問題集 〔CD付き〕 冊 5,240円 7,860円

5402 車両系建設機械運転技能講習(整地等用)（改訂第2版）－学科試験問題集〔CD付き〕 冊 5,240円 7,860円

5502 高所作業車運転技能講習（改訂新版）－学科試験問題集 〔CD付き〕 冊 5,240円 7,860円

5601 車両系建設機械運転技能講習(解体用)－学科試験問題集 〔CD付き〕 冊 5,240円 7,860円

5701 ガス溶接等技能講習－学科試験問題集 〔CD付き〕 冊 5,240円 7,860円

〔マニュアル・規程類集〕

6302 改訂新版　登録教習機関の手引き 〔冊子・CD〕 ｾｯﾄ 5,240円 7,340円

6304 改訂第3版　業務運営実務マニュアル 〔冊子・CD〕 ｾｯﾄ 3,150円 5,240円

6352 改訂第1版　行政通達集 〔冊子〕 冊 3,800円 6,300円

6401 内部監査マニュアル・労働安全衛生法の解説・技能講習規程類集（実技講習編）〔CD〕 枚 5,240円 8,390円

6501 技能講習規程類集（作業主任者編） 〔CD〕 枚 1,050円 1,570円

6601 実技教習規程類集（クレーン等教習規程） 〔CD〕 枚 1,050円 1,570円

6701 業務運営の実務参考事例集 〔CD〕 枚 3,150円 5,240円

6801 登録教習機関－監査事例集 〔CD〕 枚 3,150円 5,240円

6901 登録教習機関－登録の更新マニュアル 〔冊子〕 冊 3,150円 5,240円

〔補助教材・視聴覚教材〕

7002 フォークリフト運転技能講習（改訂新版）講師用教材（パワーポイント）〔CD〕 枚 10,480円 15,720円

7012 小型移動式クレーン運転技能講習（改訂第5版）講師用教材（パワーポイント）〔CD〕 枚 10,480円 15,720円

7022 高所作業車運転技能講習（改訂新版）講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕 枚 10,480円 15,720円

7032 玉掛け技能講習（改訂第2版）講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕 枚 10,480円 15,720円

7042 車両系建設機械運転技能講習(整地等用)（改訂第2版）講師用教材（パワーポイント）〔CD〕 枚 10,480円 15,720円

7051 ガス溶接等技能講習講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕 枚 10,480円 15,720円

7501 フルハーネス型墜落制止用器具作業特別教育（新版）講師用教材（パワーポイント）〔CD〕 枚 10,480円 15,720円

7511 アーク溶接等作業特別教育講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕 枚 10,480円 15,720円

(一社)全国登録教習機関協会販売品価格表（税込）
令和5年1月10日料金改定



(一社)全国登録教習機関協会販売品価格表（税込）

1111

1121

1202

1301

2103

2202

2251

2303

2402

2502

3101

3201

3301

5102

5201

5302

5401

5502

5601

6302

6303

6351

6401

6501

6601

6701

6801

6901

7002

7012

7022

7031

7041

7501

品　　　　　　名

〔特別教育用テキスト〕 

改訂版　小型車両系建設機械（整地等用）運転者教本－特別教育用

改訂版　小型車両系建設機械（解体用）運転者教本－特別教育用 

改訂版　高所作業車運転者教本－特別教育用 

フルハーネス型墜落制止用器具作業教本－特別教育用 

〔技能講習用テキスト〕 

改訂第5版　小型移動式クレーン運転者教本－技能講習用 

改訂新版　車両系建設機械運転者教本（整地等用）－技能講習用　 

車両系建設機械運転者教本（解体用）－技能講習用 

改訂新版　フォークリフト運転者教本－技能講習用　 

改訂版　玉掛け作業者教本－技能講習用 

改訂新版　高所作業車運転者教本－技能講習用 

〔危険再認識教育用テキスト〕 

高所作業車運転業務従事者－危険再認識教育用 

ドラグ・ショベル運転業務従事者－危険再認識教育用 

ローラー運転業務従事者－危険再認識教育用 

〔学科試験問題集〕 

改訂第5版　小型移動式クレーン運転技能講習－学科試験問題集 〔冊子・CD〕

改訂版　玉掛け技能講習－学科試験問題集 〔冊子・CD〕

改訂新版　フォークリフト運転技能講習－学科試験問題集 〔冊子・CD〕

改訂新版　車両系建設機械運転技能講習（整地等用）－学科試験問題集 〔冊子・CD〕

改訂新版　高所作業車運転技能講習－学科試験問題集 〔冊子・CD〕

車両系建設機械運転技能講習（解体用）－学科試験問題集 〔冊子・CD〕

〔登録教習機関業務運営用資料〕 

登録教習機関の手引き（改訂新版） 〔冊子・CD〕

業務運営実務マニュアル（改訂新版） 〔冊子・CD〕

行政通達集 〔冊子〕

内部監査マニュアル・労働安全衛生法の解説・技能講習規程類集（実技講習編） 〔CD〕

技能講習規程類集（作業主任者関係編） 〔CD〕

実技教習規程類集（クレーン等教習規程） 〔CD〕

業務運営の実務参考事例集 〔CD〕

登録教習機関－監査事例集 〔CD〕

登録教習機関－登録の更新マニュアル 〔冊子〕

〔講師用補助教材・視聴覚教材〕 

改訂新版　フォークリフト運転技能講習講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

改訂第5版　小型移動式クレーン運転技能講習講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

改訂新版　高所作業車運転技能講習講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

改訂版　玉掛け技能講習講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

改訂新版　車両系建設機械運転技能（整地等用）講習講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

フルハーネス型墜落制止用器具作業特別教育講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕

単位

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

セット

セット

セット

セット

セット

セット

セット

セット

冊

枚

枚

枚

枚

枚

冊

枚

枚

枚

枚

枚

枚

会員価格

1,030円

1,030円

1,030円

650円

1,030円

1,080円

1,080円

1,030円

1,130円

1,130円

1,030円

2,060円

2,060円

5,140円

5,140円

5,140円

5,140円

5,140円

5,140円

5,140円

3,090円

3,090円

5,140円

1,030円

1,030円

3,090円

3,090円

3,090円

10,290円

10,290円

10,290円

10,290円

10,290円

10,290円

一般価格

1,340円

1,340円

1,340円

780円

1,340円

1,400円

1,400円

1,340円

1,440円

1,440円

1,540円

3,090円

3,090円

7,710円

7,710円

7,710円

7,710円

7,710円

7,710円

7,200円

5,140円

5,140円

8,230円

1,540円

1,540円

5,140円

5,140円

5,140円

15,430円

15,430円

15,430円

15,430円

15,430円

15,430円

9 10

本

本

本

本

本

本

本

冊

枚

セット

冊

枚

セット

冊

枚

セット

冊

枚

セット

冊

枚

セット

冊

枚

セット

冊

枚

セット

冊

枚

セット

冊

枚

セット

冊

枚

セット

高所作業車運転者のための実技教育視聴覚教材 〔DVD〕

“生死を決めるもの”高所作業車の隠れた危険 〔DVD〕

ドラグ・ショベル工事における労働災害事例と防止策 〔DVD〕

ドラグ・ショベルオペレーターのための実技教育ビデオ教材 〔DVD〕

命の鍵はあなたの手に　ドラグ・ショベルの隠れた危険 〔DVD〕

命が狙われる瞬間　ローラーの隠れた危険 〔DVD〕

ローラー・オペレーターのための実技教育ビデオ教材 〔DVD〕

〔外国語の技能講習用テキスト及び講師用補助教材〕 

英語:小型移動式クレーン運転者教本　　　　　 

英語:小型移動式クレーン運転者教本（パワーポイント）  〔CD〕

英語:小型移動式クレーン運転者教本（学科試験問題集） 〔冊子・CD〕

中国語:小型移動式クレーン運転者教本 

中国語:小型移動式クレーン運転者教本（パワーポイント）  〔CD〕

中国語:小型移動式クレーン運転者教本（学科試験問題集） 〔冊子・CD〕

ポルトガル語:小型移動式クレーン運転者教本　 

ポルトガル語:小型移動式クレーン運転者教本（パワーポイント）  〔CD〕

ポルトガル語:小型移動式クレーン運転者教本（学科試験問題集） 〔冊子・CD〕

英語:フォークリフト運転者教本 

英語:フォークリフト運転者教本（パワーポイント）  〔CD〕

英語:フォークリフト運転者教本（学科試験問題集） 〔冊子・CD〕

中国語:フォークリフト運転者教本 

中国語:フォークリフト運転者教本（パワーポイント）  〔CD〕

中国語:フォークリフト運転者教本（学科試験問題集） 〔冊子・CD〕

ポルトガル語:フォークリフト運転者教本 

ポルトガル語:フォークリフト運転者教本（パワーポイント）  〔CD〕

ポルトガル語:フォークリフト運転者教本（学科試験問題集） 〔冊子・CD〕

英語:玉掛け作業者教本　補助テキスト 

英語:玉掛け作業者教本（パワーポイント）  〔CD〕

英語:玉掛け作業者教本（学科試験問題集） 〔冊子・CD〕

英語:高所作業車運転者教本 

英語:高所作業車運転者教本（パワーポイント）  〔CD〕

英語:高所作業車運転者教本（学科試験問題集） 〔冊子・CD〕

中国語:高所作業車運転者教本 

中国語:高所作業車運転者教本（パワーポイント）  〔CD〕

中国語:高所作業車運転者教本（学科試験問題集） 〔冊子・CD〕

ポルトガル語:高所作業車運転者教本 

ポルトガル語:高所作業車運転者教本（パワーポイント）  〔CD〕

ポルトガル語:高所作業車運転者教本（学科試験問題集） 〔冊子・CD〕

1,030円

1,030円

1,030円

1,030円

1,030円

1,030円

1,030円

3,240円

21,600円

10,800円

3,240円

21,600円

10,800円

3,240円

21,600円

10,800円

3,240円

21,600円

10,800円

3,240円

21,600円

10,800円

3,240円

21,600円

10,800円

3,240円

21,600円

10,800円

3,240円

21,600円

10,800円

3,240円

21,600円

10,800円

3,240円

21,600円

10,800円

1,540円

1,540円

1,540円

1,540円

1,540円

1,540円

1,540円

4,320円

32,400円

16,200円

4,320円

32,400円

16,200円

4,320円

32,400円

16,200円

4,320円

32,400円

16,200円

4,320円

32,400円

16,200円

4,320円

32,400円

16,200円

4,320円

32,400円

16,200円

4,320円

32,400円

16,200円

4,320円

32,400円

16,200円

4,320円

32,400円

16,200円

単位品　　　　　　名 会員価格 一般価格

7101

7102

7201

7202

7203

7301

7302

4111

4112

4113

4121

4122

4123

4131

4132

4133

4311

4312

4313

4321

4322

4323

4331

4332

4333

4411

4412

4413

4511

4512

4513

4521

4522

4523

4531

4532

4533

品　　　　　　名 単位 会員価格 一般価格

7521 電気自動車整備業務等作業特別教育講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕 枚 10,480円 15,720円

7531 低圧電気等作業特別教育講師用教材（パワーポイント） 〔CD〕 枚 10,480円 15,720円

7101 危険体験教育－高所作業車運転者 〔DVD〕 本 1,050円 1,570円

7102 災害再現教育－高所作業車の隠れた危険 〔DVD〕 本 1,050円 1,570円

7201 ドラグ・ショベルの災害事例と防止対策 〔DVD〕 本 1,050円 1,570円

7202 ドラグ・ショベルオペレーターのための実技教育ビデオ教材 〔DVD〕 本 1,050円 1,570円

7203 命の鍵はあなたの手に　ドラグ・ショベルの隠れた危険 〔DVD〕 本 1,050円 1,570円

7301 命が狙われる瞬間　ローラーの隠れた危険 〔DVD〕 本 1,050円 1,570円

7302 ローラー・オペレーターのための実技教育ビデオ教材 〔DVD〕 本 1,050円 1,570円

〔外国語補助テキスト〕

4111 英語：小型移動式クレーン運転者教本　補助テキスト　 冊 3,300円 4,400円

4112 英語：小型移動式クレーン運転者教本（ＰＰ） 〔ＣＤ〕 枚 22,000円 33,000円

4113 英語：小型移動式クレーン運転者教本（問題集） 〔冊子・CD〕 ｾｯﾄ 11,000円 16,500円

4121 中国語：小型移動式クレーン運転者教本　補助テキスト　 冊 3,300円 4,400円

4122 中国語：小型移動式クレーン運転者教本（ＰＰ） 〔ＣＤ〕 枚 22,000円 33,000円

4123 中国語：小型移動式クレーン運転者教本（問題集） 〔冊子・CD〕 ｾｯﾄ 11,000円 16,500円

4131 ポルトガル語：小型移動式クレーン運転者教本　補助テキスト　 冊 3,300円 4,400円

4132 ポルトガル語：小型移動式クレーン運転者教本（ＰＰ） 〔ＣＤ〕 枚 22,000円 33,000円

4133 ポルトガル語：小型移動式クレーン運転者教本（問題集） 〔冊子・CD〕 ｾｯﾄ 11,000円 16,500円

4311 英語：フォークリフト運転者教本　補助テキスト 冊 3,300円 4,400円

4312 英語：フォークリフト運転者教本（ＰＰ） 〔ＣＤ〕 枚 22,000円 33,000円

4313 英語：フォークリフト運転者教本（問題集） 〔冊子・CD〕 ｾｯﾄ 11,000円 16,500円

4321 中国語：フォークリフト運転者教本　補助テキスト 冊 3,300円 4,400円

4322 中国語：フォークリフト運転者教本（ＰＰ） 〔ＣＤ〕 枚 22,000円 33,000円

4323 中国語：フォークリフト運転者教本（問題集） 〔冊子・CD〕 ｾｯﾄ 11,000円 16,500円

4331 ポルトガル語：フォークリフト運転者教本　補助テキスト 冊 3,300円 4,400円

4332 ポルトガル語：フォークリフト運転者教本（ＰＰ） 〔ＣＤ〕 枚 22,000円 33,000円

4333 ポルトガル語：フォークリフト運転者教本（問題集） 〔冊子・CD〕 ｾｯﾄ 11,000円 16,500円

4341 ベトナム語：フォークリフト運転者教本　補助テキスト、用語集、日本語対応テキスト ｾｯﾄ 2,000円 2,500円

4342 ベトナム語：フォークリフト運転者教本（ＰＰ） 〔ＣＤ〕 枚 5,500円 8,000円

4411 英語：玉掛け作業者教本　補助テキスト 冊 3,300円 4,400円

4412 英語：玉掛け作業者教本（ＰＰ） 〔ＣＤ〕 枚 22,000円 33,000円

4413 英語：玉掛け作業者教本（問題集） 〔冊子・CD〕 ｾｯﾄ 11,000円 16,500円

4511 英語：高所作業車運転者教本　補助テキスト 冊 3,300円 4,400円

4512 英語：高所作業車運転者教本（ＰＰ） 〔ＣＤ〕 枚 22,000円 33,000円

4513 英語：高所作業車運転者教本（問題集） 〔冊子・CD〕 ｾｯﾄ 11,000円 16,500円

4521 中国語：高所作業車運転者教本　補助テキスト 冊 3,300円 4,400円

4522 中国語：高所作業車運転者教本（ＰＰ） 〔ＣＤ〕 枚 22,000円 33,000円

4523 中国語：高所作業車運転者教本（問題集） 〔冊子・CD〕 ｾｯﾄ 11,000円 16,500円

4531 ポルトガル語：高所作業車運転者教本　補助テキスト 冊 3,300円 4,400円

4532 ポルトガル語：高所作業車運転者教本（ＰＰ） 〔ＣＤ〕 枚 22,000円 33,000円

4533 ポルトガル語：高所作業車運転者教本（問題集） 〔冊子・CD〕 ｾｯﾄ 11,000円 16,500円
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