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電気工事士〔講習会開催〕
〔教 材 販 売〕

一般社団法人 電気ライセンス研究所

受験対策
突破ゼミ

http://www.denki-license.co.jp

TEL 03‑5210‑2230 FAX 03‑5210‑2231 〒101‑0061 東京都千代田区三崎町 2‑20‑4 八木ビル 4F

電気工事士試験中心に 28 年、年間 4300

試験、講習、練習用の「工

名以上の受講者に御参加頂き、多数の合格者を

具セット」「スリッパー」等

輩出している日本最大規模の講習会に是非御参

電気ライセンス

検索

加下さい。教材の販売も好評です。

詳しい案内資料を無料で進呈
Web 閲覧、
電話・FAX お問合せ下さい

◆第二種電気工事士講習会（上期・下期）
筆記⇒東京、大阪、名古屋
（５月と９月開催以下同じ）
技能⇒東京、大阪、名古屋（７月と 11 月）
横浜、埼玉、福岡（７月のみ）
◆第一種電気工事士講習会
筆記⇒東京、大阪、名古屋（９月）
技能⇒東京、大阪、名古屋（11 月）
◆第二種・第一種教材
公表問題用の電線・器具・テキスト等のセット
「試験セット」
「電線セット」
「DVD セット」、

公表された試験問題に的を絞った講習

合格第一にベテラン講師陣のわかりやすい解説

資料請求 No.080

技術革新にも対応できる強電エンジニアを養成！
東京電子専門学校

http://www.tokyo-ec.ac.jp

TEL 03‑3982‑3131（代表）

〒170‑8418

東京都豊島区東池袋３丁目 6‑1

本校は昭和２1 年創立以来、「電子系」の専門

校で手に入れてみませんか？平日の見学やイベ

学校として、技術教育に力を入れ即戦力となる

ントも開催しますので、ぜひ来校・お問い合わ

人材を養成してきました。その実績は、数多く

せください。

の企業から高い評価を得ています。
「電気工学科」では、入学時から「第二種、第
一種電気工事士」試験の合格に向けた授業・実
習、講習会を計画的に行い、早期合格を目指す
とともに実践教育を行っています。更に経済産
業省認定により、
「第二種電気工事士」の筆記免
除と
「第二種 電気主任技術者」、「第三種 電気
主任技術者」の資格が、卒業後規定の実務経験
により免除となる特典があります。
創立 71 周年を迎えさらなる発展と教育環境
の充実をはかるため本校は、地上 14 階建ての
第Ⅰ期校舎
（本年３月に完成）と第Ⅱ期校舎の２
棟を建設しています。
社会に出て即戦力として活躍できる「力」を本
資料請求 No.081
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1945年創立の伝統と信頼

特許・実用新案取得校
文部科学・総務・経済産業・厚生労働 各省認定校

学校法人 西沢学園 関西テレビ電気専門学校
TEL 06‑6314‑0261

FAX 06‑6313‑1112

http://www. nishizawa.ac.jp
E-Mail info@nishizawa.ac.jp

学校法人西沢学園は 1945 年創立以来、
総務省・経済産業省・厚生労働省・文部
科学省の４省からの認定・指定を受け、
◆電気テレビ科で第二種電気工事士（国）
が卒業時に取得できます（電工コース）！
電気・電子の基礎から家電・通信・
IT 機器などのハードとそれをコン
トロールするソフトウェア技術と
電気工事を含む通信工事・パワー
エレクトロニクスも修得でき、電
工コースを選択し、修了により第
２種電気工事士が取得できます。

関西テレビ電気専門学校、大阪建設専門
学校、大阪コンピュータ専門学校の３
校を擁する電気・電子・建設・バイオ・
コンピュータ・IT クラウド・CG ゲーム・
フォトグラファの総合学園です。

第1・2種 電気工事士 試験対策講習会

※筆記対策・技能対策の自由選択
※少人数制で丁寧な指導
※合格状況と重要ポイント解説

■日曜日 9：30 〜 12：30 ／ 13：30 〜 16：30
■土曜日18：00 〜 21：00
●受講料：1日3時間・材料費（技能）無償 第1種10,000円

第2種 9,000円
担当：渡部・藤井

資料請求 No.082

創業19年。施工管理技士の受験対策に特化
1・2級電気工事施工管理技術検定 受験準備講習会
CIC 日本建設情報センター

http://www.cic-ct.co.jp

TEL 0120‑129‑209
電気工事の現場監督に不可欠な資格

べてを覚えることができれば満点をとることも

電気工事施工管理技士とは

夢ではない。しかし、勉強に使える時間には限

施工管理技士は、一般建設業・特定建設業に

界があり、出題の可能性が低い範囲まで学習す

おける許可基準の一つである営業所ごとに置く

るのは効率が悪い。それよりも、過去の試験問

専任の技術者として認められる。また、建設工

題を分析した上で出題の確率が高いと考えられ

事の現場に置く主任技術者や監理技術者の有資

る内容を十分に学習することが最適な方法であ

格者として認められるなど、施工管理に携わる

る。

方には不可欠な資格である。また、電気工事の

過去問分析に基づき、無駄を徹底的に省いた

施工技術が高度化・多様化しているのに伴い、

CIC 日本建設情報センター独自の学習プログラ

電気工事施工管理技士の需要はますます高まっ

ムは、業務多忙で受験対策に時間的制約がある

ている。

受験生の短期合格を可能とする。

ムリ・ムダを省いた CIC 独自の学習プログラ
ムで短期合格を可能に！
資格取得のためには、１次学科試験、２次実
地試験に合格する必要があり、ストレート合格
率は 30 〜 50％と、かなりの難関となる。
広い学習範囲を一から学習し、教材の内容す
資料請求 No.083
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第二種電気工事士 筆記試験 受験対策講座 受講受付中！
日本理工情報専門学校
NRC 研修センター

http://www.nrj.ac.jp

TEL 06-6329-6553

E-Mail info@kamei.ac.jp
資格取得に強い日本理工情報専門学校では、
各種社会人向けのセミナーを開催しております。

第二種電気工事士 試験対策

無料公開講座のご案内
3 月 18 日（土）15：30〜16：50
第二種電気工事士 筆記・技能試験合格のための
コツをベテラン専任講師が担当。
希望者の方には個別対応あり。

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！

●平日夜間コース：
（18：30〜21：00）

4月17日（月）スタート

●土 曜 コ ー ス：

5月 6日（土）スタート

（9：30〜16：30）

●受講料

各コース

24,000 円

経済産業大臣指定

願書受付中

電気工事士科

夜間１年

卒業すると第二種電気工事士免許が付与されます。
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）
〒 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
●地下鉄今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩５分

資料請求 No.084

電気工事士の仕事さがしなら
『工事士.com!』
（株）H&Company
TEL 03‑6447‑4409

E-Mail info@koujishi.com

【工事士 .com】は、（株）H&Company が運

る意欲的で若い人材を採用するのに適した媒体

営する電気設備業界に特化した電気工事士を中

です。また、そうした人材は、採用後の定着率

心とする専門の求人サイトです。2012 年５月

もよく、非常にいい人材が採用できると評価い

から運営をスタートし、これまで全国 3 000

ただいております。

社以上の企業様の採用をお手伝いしてきまし

●掲載費用

た。

採用確率は露出量と広告の質が左右します。

●サイトの利用者数

そのため、できるだけ露出量を増やし、より

電気工事士をはじめとして、電気工事施工管

多くの求職者の目に留まる事が重要です。

理技士、電気主任技術者など、月間４万〜５万

工事士 .com は大手媒体の 1/10 の費用で

人の この業界への転職希望者 の方々にご利用

掲載できる、長期掲載を可能にした価格設定に

いただいており、意欲的な専門的人材を集めや

しております。

すいとご高評いただいております。
●サイトのユーザー層
サイトを利用する方々の約９割は有資格者も
しくは経験者です。
年齢は、35 歳未満が全体の６割となって

工事士.com

検索

おり、この業界・職種に絞って仕事を探してい
資料請求 No.085
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伝統と実績の受験対策講座
一般社団法人 東京技能者協会

http://www.tokyotsa.com

TEL 03‑3861‑4579

E-Mail tgk@tokyotsa.com

40 年以上の実績と豊富な経験を誇る
講師陣の適切なアドバイスによる
高い合格率

と同条件で施工作業を致します。
また、電気工事士受験対策とは別に、安全衛
生教育や各種特別教育も行っております。職
長・安全衛生責任者教育をはじめ、低圧電気の

当協会の第二種電気工事士試験の受験対策講

取扱い業務、高圧電気・特別高圧電気取扱い業

習会は 40 年以上の実績と豊富な経験を誇る講

務、石綿（アスベスト）の解体・囲い込み等の業

師陣の適切なアドバイスにより、毎年高い合格

務、等々の特別教育も行っております。詳しく

率を誇っております。筆記講習の最終日には出

は、上記ホームページをご確認ください。

題形式による総合模擬問題によって自信を深め
ます。
上期の第二種電気工事士筆記試験受験対策講
習会は、東京、横浜の２会場で、５月に開催い
たします。また、技能試験受験対策講習会は、
同様に２会場で７月に開催します。技能試験対
策としては、回路図の解説やケーブル・配線器
具の取扱での基本作業を徹底指導し、「合否の
判断基準から何処に落とし穴があるか」本試験
資料請求 No.086

資料請求 No.087

資料請求 No.088

資料請求 No.089

電気設備工事現場代理人のリアルがわかる！
現場がわかる

電気工事

現場代理人
入門
― 香取君と学ぶ
施工管理のポイント―

大きな建物の電気工事には必ず必要になる、現場代理人。

好評
発売中！

その仕事はいったいどのようなものかを、
新人現場代理人香取君
の視点で解説します。
■主要目次

第1章

最初が肝心！ 事前準備

第2章

日々行う 管理業務

第3章

完成に向けて 施工管理

■志村 満 著
■B5判／144頁
■本体1,700円（税別）
ISBN 978-4-274-50631-4

現場でチェック！ 初めての工事がスムーズに！

電気工事
現場チェックの

勘どころ

ポケットハンドBOOK

（株）
きんでんの現場代理人による長年の現場ノウハウをポケット版とコンパクト

■
（株）きんでん編
■B6変判／146頁
■本体1,700 円【税別】
ISBN 978-4-274-50558-4

にまとめました。初めて工事を取りまとめるときも携行しておけば、現場の休み
時間、通勤時間‥‥とどこででもチェックが可能。一つ上の技術を素早く身につ
けることができます。現場代理人初心者が、必ず 身につけておきたい 一冊です。

