
広告企画

電験三種を「学ぶ・生かす」
　電験三種の勉強方法、ライセンス取得後にそれをどう生かすか。企画第５弾
となる今回は、「学ぶ・生かす」を一貫して行っている東洋ビルメンテナンス
にご協力いただいた。学習支援からライセンス取得後のキャリアアップまで、
同社の長期的な人材育成システムを紹介する。
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「ノーテキスト」で行う授業

　私の講義では、過去問のプリントを配るだ

けで、テキストや参考書は使いません。問題

を解くのに必要な事柄を板書で説明し、その

あとに問題を解いてもらいます。どうしてテ

キストや参考書を使わないのかというと、参

考書だけでは詳細な部分を説明しきれないか

らです。問題の中には文章問題も計算問題も

ありますが、特に文章問題は一つひとつの内

容をかなり深くまで知らないと正確に解答が

できない。ですから、できるだけ具体的に図

を描き、基礎的なところを丁寧に講義するよ

うにしています。

　基礎というのも「単位」の説明から始めま

す。単位が何を意味するのかを曖昧に理解し

たままでは、角度を変えて出題されたときに

わからなくなってしまうからです。

　例えば、「理論」で過渡現象を学ぶときに『時

定数』が出てきますね。『時定数』そのもの

は微分方程式を解かないと出てこない数値で

す。ですから、電験三種としては丸暗記にな

る部分があって、参考書などでは「最終値に

いく63.2％のところが『時定数』」という結

果だけが書かれています。

　しかし、「時定数とは何を意味しているの

か」「なぜL/Rがセカンド（秒単位）になるの

か」、などは参考書には書かれていません。

講義では参考書には書かれていない部分を詳

細に説明するので「なるほど」と納得できる

方が多いんですよ。

　私も、「微分積分を勉強するより、時間が

もったいないから、結果だけ暗記してくださ

い」という話はします。しかし、理由を知る

ことは大切で、プロセスを一度理解したうえ

で解くのと、結果だけ丸暗記するのでは、応

用力が違ってくるんです。

講義内容を清書し、
自分の中で整理する

　受講生には「板書は殴り書きでもいいから

「なぜこうなるのか」を理解しながら学ぶ学 ぶ

　電験三種は、合格の先に電気設備の安全を担う、重い責任が伴った資格試験である。そ

のためにも、上っ面だけの理解ではいけないというのが名塚先生の信条だ。今回は、数々

の電験三種合格者を輩出する、TBMアカデミーの講師、名塚幸雄先生に、講義のスタイ

ルや勉強方法について伺った。

名塚 幸雄（なづか ゆきお） 東洋ビルメンテナンス主催のTBMアカデミー講師。
技術士（電気電子部門）。電験一種合格。

講師プロフィール
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書き写し、自宅に帰ったら清書するように」

と言っています。まとめ直すことで、自分の

言葉として記憶に残るからです。まとめてみ

て、わからない部分があるときには、いつで

も質問を受け付けています。そのために、メー

ルアドレスも公開しています。

参考書は上手に使う

　参考書では追い付かない最新の情報、特に

太陽光などの新エネルギー、原子力関連の出

題傾向などは講義で意識的に話しています。

　参考書に載っている内容でも、時代の流れ

で、既に使われていない技術もあります。例

えば、参考書によっては、誘導電動機の速度

制御には『極数変換モータを使う』と説明さ

れています。しかし、メーカーによっては、

既に製造やサービスを終了している場合があ

ります。

　また、今はパワーエレクトロニクスが主流

になってきていますから、これからの出題傾

向としては、半導体などのほうがウエイトは

大きくなると思っています。このように、講

義では時代の流れに即した説明に力を入れて

います。

　しかし、時代が変わっても、変わらない部

分はたくさんあります。発電や送配電などの

基本的なところは、そんなに目新しいものは

ありません。このような基礎知識は、きちん

と参考書で学んでください。

「定理」「法則」「公式」の暗記
挫けるか登りきるか、ここが別れ目

　電験三種を教えていると、やはり挫折する

人が多いと感じます。私は、電験三種の勉強

を山登りに例えて、途中で挫折しそうな人を

励ましています。

　電験三種の山は、最初はものすごい急峻な、

45度くらいの傾斜が続くんです。けれど、そ

の坂を登りきらないと頂上が見えてこない。

この傾斜は何かというと「定理」「法則」「公

式」です。電験三種に合格するためには、そ

れこそ山ほどある定理や公式を暗記しなけれ

ばいけません。公式を覚えるのは大変ですが、

登りきってしまえば頂上が見えてきます。そ

して、覚えた公式を使いこなせるようになれ

ば、次のステップに行けるんです。

繰り返し過去問を解く、図を描く
理解への道は共通

　どの先生もいうと思いますが、勉強方法と

しては、「過去問を解く」に尽きます。私も人

から教わったことですが、『７回繰り返し解い

たら合格するよ』と受講生に話します。７回

も解くのかと驚かれますが、１回目に解くと

きはものすごく時間がかかるけれど、２回目、

３回目になるとスピードアップしてきます。私

の場合は、３回連続して解けた問題は、４回

目にはパスして次に進むという方法をとって

いました。それでもいいんです。

　ただ、「答を覚えるくらい繰り返し問題を

解いたけれど、受からないんです」と嘆く人

がいます。なぜかといえば、基本的なところ

を理解せずに、丸暗記しているからです。時

間はかかりますが、基本的なところは理解し

なければいけません。

　図を描きながら解くと、原理がわかるよう

になります。出題文に書いてある条件をきち

んと回路図にして、数値を書き込まないと間

違えます。回路図やベクトル図など、図を描

く勉強はひたすら繰り返さないといけませ

ん。人は、１回描いたくらいでは忘れますか

ら、繰り返さないとダメです。

　私も、何もしなければドンドン忘れていき
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ます。だから、毎日勉強しています。「人に

教える以上、まず自分がやらないといけない」

と思っていますから。

“自分の机”を持ち、環境を整える

　教えていて、勉強へのモチベーションが高

いなと感じるのは、一度社会に出て、資格取

得のために専門学校や職業能力開発校に通っ

ている学生たちです。新たなステージに立つ

ために必要な資格だからこそ「なんとしても

合格しなければ」という思いがとても強い。

難関資格ですから、こうした覚悟、執念が大

切だと思います。

　また、可能であれば、自宅に「自分の机」

を持つことを勧めます。自分でモチベーショ

ンを上げるためにも、環境を整えることも大

切です。

試験では得意な問題から解く

　特に、「機械」は出題範囲が広いです。な

ので、すべてを網羅しようとするのではなく、

基本的な強電の機器について勉強すべきで

す。電験三種を取得するうえで、どうしても

押さえておかなければならない問題は外さな

い。しかし、特殊な問題、例えば選択問題の

電子回路などは思い切って捨てるというのも

ありです。

　実際の試験もそうです。私は、問題は問１

“飲んだあとでも問題を解け”
合格するためにはやはり根性が必要

　名塚先生に勉強時間についてアドバイスをお

願いした。「毎日10分……」と話し始めたので、

「少しずつでもいいから、毎日勉強すればいい

のか」と期待したが、「……ではダメです」とバッ

サリ。やはり、そんな甘い根性ではダメなのだ。

　「ロケットの地球脱出速度ってありますね。

ロケットは毎秒７キロ以上のスピードがないと

地球の引力に負けてしまい、大気圏を突破でき

ないんですよ。それと同じです。最初のヤマを

突破するには、それなりの努力が必要です。だ

から、講義でも「毎日10分や30分の勉強程度

で合格というのは無理ですよ」と話します。頭

の良し悪しにもよりますが、目標としては毎日

２時間くらいの勉強は必要です」

　基礎学力が身に付くまでは、苦しくても自分

でエンジンをかけ続けなければならない。

　「そうはいっても社会人になるとお酒も飲ま

なきゃいけないときもあります（笑）。けれど、

お酒を飲んでも勉強はできるんです。飲んだと

きは、帰りの電車で『１問だけ解こう』と決め

るんです。そうすると、１問なら解ける気にな

る。「解いたらあとは寝られる……」と思って

参考書を開くと、１問どころか、２問、３問と

できる日もある。実際、私も電験を受験したと

きは飲んで帰っても電車の中で立ちながら、電

卓をたたいて計算問題を解いていました」

　シラフでも問題が解けない人からすると、神

業レベルだが先生は飄
ひょうひょう

々としていう。

　「そのくらいやらないと一種なんて手が届き

ません。三種もです」

　先生は、現在でも、

講義のために毎日２

時間の勉強を欠かさ

ないという。

　「とはいえ、そんな

にカッコよくばかり

はいかないんだけれ

どね……」と先生は

照れたように笑った。
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から解くのではなく、自分の得意な問題から

解く方式を勧めています。最初に解けない問

題にぶつかると、戦意を喪失してしまうで

しょう？

　あと、例えば、B問題にある小問の（a）（b）

なら、（a）はわりとやさしい問題が多いので先

に解き、（b）は後回しにして他の問題を解く。

こうして、時間の配分を考えていくんです。

受験科目を絞る

　受講生には、最初に「理論」を勉強してほ

しいと思っています。しかし、初年度は４月

に勉強をスタートして、９月には試験です。

５カ月という短期間では、「理論」を一から

始めて合格レベルにまで到達させるのは難し

い。だから、次善の策で「法規」だけとか、「電

力」だけで受験させます。「機械」は難しい

ので。

　過去問を解いていけば、自分のレベルはわ

かるはずです。受験生の習熟度をみながら途

中で受験科目を絞らせ、「このあとの講習は

来なくていいから、この科目だけやりなさい」

と勧める場合もあります。

技術者の倫理

　電験三種を教える中で、「技術者の倫理」

をとても大切にしています。

　技術者は、現場で経営者側の都合に押し切

られがちになってしまいます。しかし、それ

ではダメなんです。

　経営者はどうしても、設備にお金をかける

より、美装工事など外観をきれいにしたいと

思ってしまいます。そのとき、設備を更新し

ないことの危険性を具体的に説明できなくて

はいけません。「法ではこのように定められ

ている。これだけのリスクがある。万一の場

合、膨大な損害賠償が必要になりますよ」と

いえるかどうかです。

　電気主任技術者は、「法規」で法律を学ん

でいるのですから、法の根底を大事にして、

それなりの意見が言えなければいけません。

　そのために、反論できるだけの知識も必要

ですし、一般の方に難しいことをやさしく説

明できるレベルまで、プレゼン力も上げなけ

ればいけません。

理論と実務
両方ができて「主任技術者」

　いくら試験に合格しても、実務で経験を積

まなければわからない部分はあります。しか

し、その実務も理論をきちんと理解している

からこそできるものです。

　例を挙げると、あるとき三相４線式の配電

でメインブレーカがトリップし、現場の担当

者が絶縁を測って「零です」と慌てていまし

た。三相４線式の場合、中性線は接地してあ

るのですから、絶縁が零なのは当然です。し

かし、理論を理解できていないからわからな

い。そして、「もう１回ブレーカを入れる自

信がありません」となってしまう。

　試験に受かったはいいけれど「なんちゃっ

て主任技術者」になってはいけません。

TBMアカデミー
東京会場： 東洋ビルメンテナンス株式会社
　　　　　本社５階会議室
　　　　　東京都港区虎ノ門1-12-15
大阪会場：支社６階会議室
　　　　　大阪府大阪市中央区高麗橋1-5-2
TEL：03－3580－1240
URL： https://www.tbm.co.jp/business/academy.html
mail：tbmacademy@tbm.co.jp
　申し込みはメール、電話、またはHP内にある申込
書をダウンロードしてFAXで申請が可能。
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社会貢献としての受験講座

　なぜ、電験三種の講座を開講しているのか。

設立理由は、実に真摯だった。

　「TBMアカデミーは、約15年前、弊社の創

立40周年のときに、記念事業の一環として

『社内だけではなく一般の方も対象にして、

多くの技術者を育成することで社会貢献をし

よう』と始めました。なので、学生は受講料

が無料、社会人も受講料を格安に設定して運

営しています。社会貢献という意識で外部

にも広く門戸を開いているのがTBMアカデ

ミーの特長ですね」（入谷氏）

　講座は、冬から始まる基礎講座と、５月末

から始まる直前講座の２講座がある。

入社後、半年間の学習支援

　同社では、入社後の半年間は、資格取得に

向けた勉強をさせる。これは、まだ学生時代

の勉強習慣があるうちに、「勉強グセ」をつ

けさせる狙いもある。

　また、資格取得へのモチベーションを上げ

るために、社内に「ライセンス制度」を設け

ている。取得した資格の難易度に合わせてポ

イントが付与され、給与に加算される仕組み

だ。

　同社に入社すると、建築では二級建築士、

電気では電験三種の取得を目指すことになる

が、そのほかに、建築物環境衛生管理技術者

試験（ビル管）、第二種電気工事士の技能試験

などもサポートしている。

有資格者がいたからこそ始まった
メガソーラー管理事業

　同社は事業の１つとして、メガソーラー発

電所の運営・管理を受託している。始めたキッ

カケは、2012年に再生可能エネルギーの固定

価格買取制度（FIT制度）がスタートしたこと

による、メガソーラー事業の増加だ。

　現在は、規制が緩和されて保安管理業務外

部委託承認制度により可能となったが、当時

は保安協会が2 000kWのメガソーラーを管

理することができなかった。そこで、管理の

引き受け先を探していた事業者が、電験三種、

二種取得者が多数在籍している同社に依頼し

たのだ。

電験三種取得から二種取得へのキャリアパス生かす
　「学ぶ」で紹介したTBMアカデミーは、東洋ビルメンテナンスの事業の一環である。同

社は設備管理をはじめとしてオフィス移転、リニューアルの事業に加え、メガソーラー発

電所の運営・管理も受託している。そのため、これまでに電験三種：145名、二種：142名、

一種：２名にも上る多くのスペシャリストを育成してきた。

　同社の育成支援と二種取得までのキャリアパスを名塚先生と人事部の入谷氏に伺った。
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　依頼は、法的に問題がないかを産業保安監

督部にしっかりと確認したうえで引き受け、

その事例が１つ、２つと続いていき、現在の

事業拡大に至っている。

地方に施設される特別高圧
メガソーラーならではの問題

　出力2 000kW以上の特別高圧連系メガ

ソーラー発電所を管理するには、電験二種が

必要となる。しかし、ここにメガソーラーな

らではの問題がある。太陽光発電を行うには、

日射量と広大な敷地が必要なため、設備の多

くが地方に建設されているのだ。

　「地方にいる電験二種取得者は、少人数で

す。電験二種の認定は、１万V以上の電気工

作物の管理に規定年数の期間で携わっていれ

ば取得できます。しかし、そもそも地方には

１万V受電のビルがありません」（名塚氏）

　特別高圧施設が存在しているとしても工場

が主で、在籍している電気主任技術者も２、

３人程度。現場も電験取得者を手放さないた

め、新たに電験二種取得者を確保するのは困

難だ。

業務に就きながら、二種へステップアップ。
６万V受電のビルを管理する強み

　その点で、同社には大きな強みがある。

　「弊社は、６万V、７万Vの受電設備を多く

管理しています。なので、電験三種の取得後、

特別高圧設備の管理業務に従事させ、認定を

取ることが可能なんです」（名塚氏）

　メガソーラーの管理期間は、約２年の赴任

サイクルだ。

　「電験二種を取得しているからといって、

『では、赴任してください』とはいえません。

電験二種取得者は、全員、重要なポジション

に就いていますから」（入谷氏）

　現ポジションを維持する人員と、地方のメ

ガソーラーの管理に着任する人員。多くの電

験二種取得者が必要となる。そのためにも、

電験二種取得の前段階となる、電験三種取得

者をできるだけ増やしていきたいという。

社内でのキャリア支援

　同社では、電験三種の取得後、特別高圧施

設の管理業務に従事させ、認定で電験二種を

取得できるようにキャリア支援もしている。

　「発電所といっても、大勢で管理している

わけではないので、ある程度は、現場を１人

に任せる形になってしまいます。なので、事

業所でいうと所長クラスのような、現場を仕

切れる人材でないと任せられません。そのた

めに、特別高圧施設でしっかりと経験を積ん

でもらい、着任してもらっています」（名塚氏）

　ちなみに、TBMアカデミーの資格講座は、

新卒や既卒にかかわらず、入社後は無料で受

講が可能となっている。また、担当上長が定

期的にヒアリングを行い、１人ひとりのキャ

リアパスについてアドバイスも行う。

　「できれば、電験三種を取得してほしいで

すが、人には得意、不得意があります。なか

なか成果がでないときは、『じゃあ、こっち

を先に頑張ってみよう』と、施工管理技士な

どの別の資格取得を勧めます」（入谷氏）

　同社では、人が持つポテンシャルを最大限

に引き出し、生かす人材育成がなされている。
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ステップアップ・ガイド

　電験三種に合格するためのノウハウや、現場で求められている技術者像については、
先のレポートにより、それぞれの内容の一端を理解できたことと思う。
　ここでは、電験三種を「学ぶ」ための教育サービス、資格を「生かす」ことのできる
現場の最新情報を紹介する。
　ぜひ、日ごろの学習や、キャリアアップの参考にしてほしい。

電験三種を「学ぶ・生かす」

Step Up Guide

資料請求　No.021

翔泳社アカデミーの「電験３種合格特別養成講座」

総合通信講座：電験３種合格特別養成講座・電気工事士短期合格特別講座（第一種・第二種）

0120－37－8259 denken－contactus@denken3.com https://www.denken3.com/TEL E-Mail URL

遂に受講生累計 23,000名突破しました！

あなたの実力を効率良く伸ばし、最短で合格できる秘訣を知りた
い方は「資料請求」または「お電話」にてお問い合わせください。
お問い合わせ【無料相談】 0120－37－8259
受付時間：平日10：00～18：00（土日、祝日を除く）

◆基礎からのステップ学習で実力アップ
　途中で諦めずに合格を目指すことができる
◆文系の方でも、合格できる教材
　文・理系、あなたの実力にあった学習法がある
◆科目別の攻略法をつかんで、効率良く学習
　 出題頻度を分析し、合格点に到達できる学習法
がある
◆他社にはないハイレベルなサポート
　 スピーディで自由度の高い電話サポートで、
あなたの問題を解く力をつける

学　ぶ株式会社翔泳社アカデミー 電気技術者教育グループ
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資料請求　No.024

学　ぶ

◆  開設講座
　 第三種電気主任技術者受験対策講座（新宿キャンパス）：土曜日
　　基礎講座：11月～３月　　　実践講座：４月～８月
　 第二種電気工事士受験対策講座（府中・小金井インテリジェントキャンパス）：日曜日
　　上期講座：４月～７月　　　下期講座：８月～11月
◆  学科特長　電気電子学科（電気工学コース）
　　第二種・第三種電気主任技術者：卒業後実務経験により取得可
　　第二種電気工事士　　　　　　：卒業により取得
　　甲種４類消防設備士　　　　　：卒業により科目一部免除
　　１級・２級施工管理技士　　　：卒業後実務経験により受験資格認定

東京工学院専門学校 電気電子学科

0120－634－200 https://technosac.jp/TEL URL

国家資格取得に強い！前年度も就職内定率100％！
次の時代のニーズに応える確かな実力と創造性を持つスペシャリストの育成を目指しています。

〒184－8543
東京都小金井市前原町５－１－29

所在地

資料請求　No.023

学　ぶ資格の学校TAC

0120-5
ゴウカク

09-1
イイナ

17
【受付】 月 ～ 金／9:30～19:00
 土・日・祝／9:30～18:00 https://www.tac-school.co.jp/kouza_denken.html通話無料 URL

公認会計士など数多くの難関資格合格者を輩出している資格の学校TACが電験
三種講座を新たに開講しました。
講師は、電験一種合格の酒谷秀俊講師と電験二種合格の久保田廣美講師です。
共に長年の実務経験があり、各科目の関連性を明示した講義を行うことができ
ます。大人気シリーズ「みんなが欲しかった！電験三種」が教材なので、すで
にお持ちの方向けにお得な「教科書&問題集なし」コースもあります。

資格の学校TACが電験三種講座を開講！
今なら通常受講料より70,000円OFFになる開講記念早割キャンペーン※実施中！

●４科目完全合格コース（電気数学付き）キャンペーン受講料 200,000円～（8%税込）
●４科目完全合格コース　　　　　　　キャンペーン受講料 190,000円～（8%税込）
科目合格された方向けの科目別コースもあります。
※「４科目完全合格コース（電気数学付き）」「４科目完全合格コース」対象（2018年10月31日（水）まで）

まずは資料請求か無料公開セミナー・無料体験入学にご参加ください。

久保田講師酒谷講師

資料請求　No.022

学　ぶe－DEN （株式会社 資格センター 電気事業部）

06－6770－2900 denki@shikakucenter.com https://www.den-kan.com/TEL E-Mail URL

株式会社 資格センター　電気事業部e-DEN
〒543－0054　大阪府大阪市天王寺区南河堀町９－25　TEL：06－6770－2900

通学講座＆通信講座で電験三種合格を目指す！
■通学講座
　「問題を解くことができるようになる！」がコンセプトの通学講座。
　基礎知識の習得と問題演習をセットにする事で知識の活用方法を身に付ける。
　問題に取り組むことで出てくる疑問点をその場で解決。
　ただ聞くだけではない、あなたも参加する「参加型講習会」を開講。
■通信講座
　板書をしながらの講義で、講義を受ける感覚で理解していく事ができる。
　何度でも繰り返し、自分のペースで学習できる。
　最大３年間の質問サポート＆理解度チェックの「確認問題」で自信をつける。
　電気数学、基礎知識、問題演習に分かれた目的別の講義から選択できる。

その他資格対策講座
■電験二種　■エネルギー管理士(熱・電気)
■電気工事士(一・二種)　■一級電気工事
施工管理技士
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資料請求　No.027

学　ぶ

　本校は昭和２1年創立以来、「電子系」の専門学校として多くのエンジニアを輩
出し、各企業の責任者や人事担当者から高い評価を得ています。
　本校の「電気工学科」では、経済産業省認定により卒業後、規定の実務経験によ
り「第二種電気主任技術者」、「第三種電気主任技術者」資格取得など国家試験に関
する特典や知識だけでなく実習を重んじた実践教育を行っています。

東京電子専門学校

03－3982－3131 https://www.tokyo-ec.ac.jpTEL URL

技術革新にも対応できる強電エンジニアを養成！ 

〒170-8418　東京都豊島区 東池袋3丁目6-1　　TEL：03-3982-3131（代表）　　URL：https://www.tokyo-ec.ac.jp
東京電子専門学校　入学相談室

体験入学 10/14（日）、11/25（日） 学園祭 10/27（土）、28（日）
※10/28（日）同日「学校見学会」開催

資料請求　No.026

学　ぶ東京電気技術教育センター

03－5662－0222 info＠denkikyoiku.co.jp http://www.denkikyoiku.co.jp/TEL E-Mail URL

◆  講座は電験受験講座（一種、二種、三種）、実習を主体とした実務講座
　 （受変電設備の保守と試験、リレーシーケンス、シーケンサ（PC））を
開催しています。

◆  講師は塚崎秀顕
　 【保有資格：第一種電気主任技術者・技術士（電気電子部門）・エネルギー
管理士（電気）】

◆  平成30年度電験受験対策講座は入門講座（二種、三種）を11月から開
催致します。

※詳しくはHP、「東京電気技術教育センター」で検索。または、事務局までお問い合わせ下さい。

〒132－0024　東京都江戸川区一之江３－２－38（都営新宿線一之江駅徒歩２分）
東京電気技術教育センター事務局

資料請求　No.025

学　ぶ電験予備校 東京電気学院（昭和59年開校）

　受験テクニック重視でなく、電気の本質を理解し、なぜ？　
どうして？　に応えられる真の電気技術者を養成しています。
◆  電験三種講座　予科・本科・総まとめ科
　予科（10月より） 土曜コース・日曜コース　
　本科（１月より） 土曜コース・日曜コース・夜間コース（火曜・木曜）
　総まとめ科（５月より） 土曜コース・日曜コース・夜間コース（火曜・木曜）
◆  二種入門講座・二種講座・二次試験直前講座・一種ゼミ

「一目おかれる電気技術者になりたい、
しっかり勉強しよう」という方、歓迎します。

03－3982－6493 http://www.e－denken.jpTEL URL

〒171－0021　東京都豊島区西池袋３－30－10ライオンビル５F
電験予備校 東京電気学院



XI新電気  2018. 10

資料請求　No.030

学　ぶ日本エネルギー管理センター  ＝電験３種をあきらめかけていた方必見の通学講座＝

03－6675－9988 info@japan-ems.jp http://japan-ems.jp/TEL E-Mail URL

■Point■
　① 　電気工事士からのステップアップ受講生や、50代、60代の受講生多数（60歳以上の方にはシニア割をご用意）。
　② 　他の講習会や通信教育講座で全く成果が上がらなかった方、計算問題が苦手な方に大人気の電験三種通学
講座です。

　③ 　宮崎、愛媛、富山や青森等遠方からも熱心にご参加いただいています。
　④　授業中は多くの質問が飛び交い、活気のある授業です。確認テストも随時実施。
■コース例■
　入門コース 全12日間（2019年度）　　中級コース 全14日間（2019年度）
　地獄の特訓 全18日間（2019年度）
　その他オプション講座（格安補習講座）やオンラインコースをご用意いたし
ております。

電気のプロが初心者にも親切丁寧に熱血指導します！

〒140－0005 東京都品川区広町1－3－21 

東京校 名古屋一宮校

資料請求　No.029

学　ぶ学校法人
電波学園 名古屋工学院専門学校・電気工学科
◆  名古屋工学院専門学校は、昭和27年に創立された６分野21学科を設置する工業系の総合専門学校です。電気
工学科では、実務教育指導に加え、電験三種をはじめ、（第一種・第二種）電気工事士およびエネルギー管理士
などの資格取得に力を入れており、毎年全国トップクラスの成果をあげています。

◆  平成29年度の実績
　《資格》　第二種電気主任技術者……………………………………… ２名
　　　　　第三種電気主任技術者………………………………………49名
　　　　　エネルギー管理士……………………………………………14名
　　　　　第一種電気工事士………………………………………… 174名
　《就職》　 中部電力㈱、（一財）各電気保安協会、出光興産㈱、JR西日本㈱、

川崎重工業㈱、ヤマハ発動機㈱、㈱トーエネック、アイシン
高丘㈱、イオンディライト㈱、新生テクノス㈱、などほか多数。

昼間部

052－681－1311 nkc.info@denpa.jp http://www.denpa.ac.jp/TEL E-Mail URL

資料請求　No.028

◆ 日程　９月22日（土）～２月10日（日）の期間中に13講座開催
◆ 時間　９時00分～16時00分
◆ 会場　東洋ビルメンテナンス株式会社　本社ビル
　　　　東京都港区虎ノ門１－12－15
　　　　（大阪開催もあります。詳細はお問い合わせください）
◆ 内容　 理論４日間、電力３日間、機械５日間、法規１日間の計13講座。
　　　　過去問を中心にわかりやすく解説します。
◆ 講師　保有資格：第一種電気主任技術者・技術士（電気電子部門）・エネルギー管理士（電気）

学　ぶ東洋ビルメンテナンス株式会社　ＴＢＭアカデミー

03－3580－1240 tbmacademy@tbm.co.jp http://www.tbm.co.jp/TEL E-Mail URL

東洋ビルメンテナンス株式会社　TBMアカデミー事務局

“電験三種”受験　基礎講座 ＜大学生及び専門学校生の学生無料＞

※詳しくはHP、または「ＴＢＭアカデミー事務局」までお問い合わせください。



XII 新電気  2018. 10

広告企画 電験三種を「学ぶ・生かす」

資料請求　No.033

学　ぶ一般社団法人 能力開発研修センター 

03－5632－6011TEL http://nouryoku.com（HPでもお申し込み頂けます）URL

東京・名古屋・大阪・福岡で開催！
◆電験三種 受験対策講習会
●通学講座 受講料：
　全科目セット132,000円
　（通信添削＋通学講座９日＋模試１日）
　科目別受講
　〔基礎〕28,600円（通学講座２日）
　〔理論〕28,600円（通信添削＋通学講座２日）
　〔電力〕28,600円（通信添削＋通学講座２日）
　〔機械〕28,600円（通信添削＋通学講座２日）
　〔法規〕14,300円（通信添削＋通学講座１日）
　〔模試〕１科目 6,600円

◆通信講座:受講料
　全科目セット44,000円
　科目別受講（1科目）：13,200円
◆ 通信・通学講座共に教育訓練給付制度の対象講座がござ
います。
◆ 講座の詳細などお気軽にお問い合せ下さい！

（一社）能力開発研修センター 〒136－0076 東京都江東区南砂2－6－3 サンライズ東陽ビル４F
TEL：03－5632－6011　FAX：03－5632－6022 

・ 重要項目に絞ったオリジナルのテキストで無駄無く学習。
・ 熱意あふれるベテラン講師の丁寧な指導で学習意欲を高めます。
・次年度以降再受講科目は割引制度をご用意しています。

ここがポイント！！

資料請求　No.032

学　ぶ日本理工情報専門学校 （NRC研修センター）

06－6329－6553 info@kamei.ac.jp http://www.nrj.ac.jp/TEL E-Mail URL

◆  資格取得に強い日本理工情報専門学校では、社会人向けのセミナーを開催しております。
　お仕事をしながら学習していただけるよう、日程やカリキュラムを配慮しております。

〒533－0015 大阪府大阪市東淀川区大隅１－１－25
●阪急京都線 上新庄駅 南口徒歩８分
●大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩５分

2019年度　第三種電気主任技術者受験対策講座 受講受付中！
●平日夜間コース：２月13日（水）開講　 ●土曜コース：４月６日（土）開講
各コースでトータル編、基礎編、専門科目編などの講座をご用意しております。

電験三種受験に向けての傾向と対策、科目別公開講座を開催。
科目別受講も可。参加ご希望のかたはお問い合わせください。

12月１日（土）　14：30～17：00無料体験講座
のお知らせ

確実に資格を取りたい人にオススメ！
働きながら学べます！ 願書受付中
経産省認定 電気工学科 夜２年
卒業後、実務３年で電験三種が取得
できます！専門実践教育訓練給付制
度対象学科です。

授業料37万円（年間）

資料請求　No.031

学　ぶ

03-6314-7816 info@e-denki.jp https://e-denki.jp/TEL E-Mail URL

電気と資格の広場　電験三種のセミナー
♦ 電気のプロ坂林先生が電験三種に最短合格する方法をお教えします。
　 短期で楽に一発で、電験を合格したい人をサポート！
♦ 講師は、大学の兼任講師で電験一種・技術士（電気電子部門）・エネルギー管理士・電気工事士を取得しています。
♦ 詳しくは、下記URLで確認、または、電話で事務局へ問合せください。

電気と資格の広場
電気資格教育事務局
〒114-0004　東京都北区堀船１－５－１～201
　　　　　　　（JR王子駅徒歩２分）
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資料請求　No.036

生かす一般財団法人 中国電気保安協会

◆業務内容：自家用電気工作物の保安管理業務
◆ 応募資格： 第３種以上の電気主任技術者免状保有者で、所定の年数以上の「実務経歴証明書」の提出が可能な方。

（電験１種－２年、電験２種－３年、電験３種－４年）
※要普通免許

◆勤 務 地：中国地区５県内の協会事務所のいずれか（香川県小豆郡小豆島町を含む）

その他の条件・待遇につきましては、下記までお気軽にご連絡ください。

082－242－7511（総務部　総務グループ人事担当　広瀬）TEL http://www.ces.or.jpURL

電気主任技術者（正職員）を募集しています！

〒730－0041　広島市中区小町４番33号（中電ビル２号館６F）
TEL：082－242－7511（総務部　総務グループ人事担当　広瀬）

資料請求　No.035

生かす一般財団法人 九州電気保安協会

◆業務内容：自家用電気工作物の保安管理業務及び電気工作物の試験業務など
◆勤 務 地：九州管内（福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島）の協会事業所（50事業所）
◆応募資格： 【【電気主任技術者】電気主任技術者（第1種～3種）の有資格者で、実務経歴書を提出可能な方
　　　　　　 【技術員】30歳以下で第３種電気主任技術者の有資格者ではあるが、実務経験が足りない、または無い方
　　　　　　どちらも普通自動車運転免許（AT限定不可）が必要
◆その他： 待遇等の詳細や応募方法については、ホームページで確認、または電話でお問い合

わせ下さい。
〒812－0007　福岡県福岡市博多区東比恵３丁目19番26号 QDHビル
TEL：092－431－6708（担当：人事グループ）
URL：http://www.kyushu-qdh.jp/recruit/［採用情報］

電気主任技術者・技術員（正社員）募集します！

092－431－6708（担当：人事グループ） http://www.kyushu-qdh.jp/recruit/TEL URL

ほぁんくん

資料請求　No.034

06－7507－2266TEL http://www.ksdh.or.jpURLmiya-yasunori-r5@ksdh.or.jpE-Mail

生かす一般財団法人 関西電気保安協会

　関西電気保安協会では、工場やビルなど電気設備の保安管理業務に従事する電気主任技術者および
電気設備の保守管理のプロを目指す第二新卒者の募集をしています。
◆応募資格：電気主任技術者の有資格者で所定の年数の「実務経歴証明書」の提出が可能な方
　　　　　　【電験３種－４年、電験２種－３年、電験１種－２年】
　　　　　　第二新卒者（電気主任技術者の有資格者で所定の実務経験がない方）
　　　　　　※要普通免許
◆勤務地／近畿全域
その他条件や待遇、第二新卒者の条件については、ホームページまたは電話で気軽にお問合せ下さい。

電気主任技術者・第二新卒者の募集（正社員）をしています。

〒530－6111　大阪府大阪市北区中之島３丁目３番23号　中之島ダイビル11階
TEL：06－7507－2266（担当：人財・安全推進部　宮）
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広告企画 電験三種を「学ぶ・生かす」

資料請求　No.039

生かす一般財団法人 東北電気保安協会

◆ 東北電気保安協会では、保安管理業務に従事する電気主任技術者（実務経歴のある方）を
募集しています。※実務経歴の短い方も、ご相談ください。

◆ 実務経歴： 第一種電気主任技者 ３年（２年）、第二種電気主任技者 ４年（３年）
第三種電気主任技者 ５年（４年）

◆ 勤務地は東北６県（青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島）及び新潟県の全７県52事業
所となります。

022－748－0236TEL http://www.t-hoan.or.jp/URL

電気主任技術者（正職員）を募集します!!

〒982－0007宮城県仙台市太白区あすと長町三丁目２番36号
TEL：022－748－0236（採用担当:人事労務Ｇ 阿部義光）　URL：http://www.t-hoan.or.jp/

その他の条件・待遇につきましては、ホームページまたはお電話でお気軽にお問合せください。
※女性検査員も活躍しています。

abe-yoshimitsu@t-hoan.or.jpE-Mail

資料請求　No.038

生かす電験転職ナビ （電気主任技術者のための転職・求人サイト）

03－3265－9286 https://www.birumen-navi.com/denken/TEL URL

◆  設備管理、ファシリティ、キュービクル、プラント、太陽光発電、EV
など幅広いステージで電気主任技術者の求人情報を掲載。

◆   資格・分野・経験・勤務地など豊富なカテゴリーからお仕事検索が可能。
ご入社が決まった方には「採用お祝金」を進呈します！

◆   「転職支援サービス」にぜひ､ ご登録を！
　 専任のキャリアコンサルタントが、非公開の求人も含めて、あなたの資格・
キャリア・希望に合ったお仕事をご紹介。転職活動をサポートします。

●  求人広告をご掲載希望の企業様へ　 掲載料０円．完全成功報酬制の求人サイトです。
詳しくは運営事務局までお問い合わせください。

企画・運営　株式会社内藤一水社　「電験転職ナビ」 運営事務局

資料請求　No.037

生かす一般財団法人 中部電気保安協会

052－955－0782（担当：人事G寺田）TEL

◆   中部電気保安協会では、電気設備の保安管理業務に従事する電気主任技術者
を募集しています。

◆   自家用受変電施設の維持・管理に従事していた方で、第三種以上の資格保有
者が対象となります（特に第二種以上の資格保有者歓迎！）。※要普通免許

◆   勤務地は中部５県（愛知、静岡、三重、岐阜、長野）48営業所で、原則とし
てご自宅から通勤可能な営業所となります。

電気主任技術者（正社員）を募集します！

http://www.cdh.or.jp/URL

その他の条件・待遇につきましては、下記までお気軽にご連絡ください。

愛知県名古屋市中区丸の内
3－19－12

所在地
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学　ぶオーム社主催の各種セミナー等のご案内　
　オーム社では、電気・設備分野を中心に各種資格試験対策講習を実施しております。
◆    おもな開講セミナー：電験二種/三種，第一種/第二種電気工事士、エネルギー
管理士（電気分野/熱分野）、ビル管理技術者など。

◆   電験三種は、毎年東京・大阪地区において無料講習会：「突破研究会」を開催し、
好評をいただいております。

◆   この他、企業・団体様における資格試験対策へのサポートとして、出張講習
や講師派遣も承っておりますので、ご相談ください。

◆   また、各種会議・講習会用にオーム社本社ビル地階のゼミルームの貸出しも
行っております。

株式会社オーム社 セミナー業務室 〒101－8460 東京都千代田区神田錦町3－1
FAX 03－3291－1322

（電験三種突破研究会にて）

03－3233－0680 seminar@ohmsha.co.jp https://www.ohmsha.co.jp/seminar/TEL E-Mail URL

資料請求　No.041

生かす一般財団法人 北海道電気保安協会

北海道電気保安協会では、工場やビルなどの自家用電気工作物の保守・点検業務及び電気工作物の試験業務等に
従事する電気主任技術者・電気技術補助員を募集しています。
◆応募資格： ①電気主任技術者：電気主任技術者の有資格者で、所定の年数以上の「実務経歴証明書」を提出可

能な方（電験１種：２年、電験２種：３年、電験３種：４年）
　　　　　　②電気技術補助員：電験３種以上の有資格者で年齢が40歳以下、所定の実務経験を満たさない方
◆給　　与：当協会規程による
◆休　　日：週休２日制（土・日・祝）、年末年始（12/29～1/3）、有給・特別休暇あり
◆勤 務 地：札幌・旭川・小樽・苫小牧・帯広・北見・釧路・函館など
◆応募方法：面接は随時行いますので、まずはお電話でお問い合わせ下さい。

011－555－5006（担当：労務部 中西） hdh-roumu@hdh.or.jp http://www.hochan.jpTEL E-Mail URL

電気主任技術者・電気技術補助員募集（正職員）

〒063－0826　札幌市西区発寒６条12丁目６番11号

※詳しくはホームページをご覧下さい。

資料請求　No.040

076－441－6350TEL http://www.hokuriku-dhk.or.jp/URLdhksaiyou@hokuriku-dhk.or.jpE-Mail

生かす一般財団法人 北陸電気保安協会

◆ 北陸電気保安協会では、電気設備の保安管理業務に従事する電気主任技術者（実務経歴のある方）を募集してい
ます。

◆実務経歴：第１種電気主任技術者　２年、第２種電気主任技術者　３年
　　　　　　第３種電気主任技術者　４年
　　　　　　 電気主任技術者の有資格者で所定の実務経験がない方もご相談

ください。
◆勤務地は北陸３県（富山、石川、福井）15事業所となります。

電気主任技術者（正社員）を募集します！

〒930－0004 富山県富山市桜橋通り3－1　電気ビル1F
TEL：076－441－6350（担当：総務部）




