
令和４年９月各　位

公益財団法人愛知県シルバーサービス振興会
理事長　山　本　亜　土

令和4年度「福祉用具専門相談員指定講習会」開催のご案内

記

【福祉用具専門相談員】とは

拝啓　時下益々ご清祥の段、お喜び申し上げます。平素は当会の業務・運営に多大のご協力を賜り、厚くお礼
申しあげます。
　さて、この度介護保険における福祉用具貸与事業者等の人員基準で定める「福祉用具専門相談員指定講習
会」（愛知県指定講習）を下記により開催いたします。
　本研修は、高齢者の増加かつ多様化するニーズに対応した適切な福祉用具等を提供するために必要な知識、
技能を有する従事者を要請し、もって高齢者に自立の促進及び介護者の負担の軽減を図ること及び介護保険制
度の円滑な運営に資するため、必要な知識、技能を有する者の養成を目的としております。
　ご多忙中まことに恐縮ですが、ご担当者の参加につきまして格別の配慮を賜りますよう、ご案内かたがたお
願い申しあげます。

敬　具　

◇ 主　　催 公益財団法人 愛知県シルバーサービス振興会
◇ 共　　催 一般社団法人 日本福祉用具供給協会 東海北陸支部
◇ 後　　援 一般社団法人 シルバーサービス振興会
◇ 期　　日 下記のA日程開催を基本としますが、定員超過の場合B日程開催をご案内します。（後掲カリキュラム参照）

（基本開催）【A日程】令和4年10月3日（月）/6日（木）/14日（金）/17日（月）/19日（水）/20日（木）/
21日（金）/25日（火）/31日（月） ※予備日（Zoom研修の予備日；令和4年10月26日（水））

（追加設定）【B日程】令和4年11月11日（金）/14日（月）/15日（火）/16日（水）/17日（木）/18日（金）/
21日（月）/22日（火）/12月2日（金） ※予備日（Zoom研修の予備日；令和4年11月29日（火））

◇ 会　　場 【講　　義】 オンライン方式での受講となります。日時を指定したZoom配信です。
（後掲「オンライン研修について」参照）

【修了評価】 名古屋商工会議所会議室 名古屋市中区栄2-10-19
【福祉用具の演習】 なごや福祉用具プラザ 名古屋市昭和区御器所通3-12-1（御器所stationビル3階）

（後掲カリキュラム参照）
◇ 募集人員 A・B日程とも上限15名（先着順）

〈A日程が定員になり次第、B日程へのご案内とし、定員になり次第締切ります。〉
◇ お申込み 参加申込書に必要事項をご記入の上FAXでお申込みください。
◇ 申込締切 第１期締切：令和4年9月26日（月）、第２期締切：令和4年10月31日（月）
◇ 留 意 点 今回は講習会の一部をオンライン研修にいたします。詳しくは次頁カリキュラム等でご確認下さい。
◇ 参 加 料 45,000円（資料・テキスト代含みます）・受講決定通知にて支払い方法等をお知らせします。
◇ お問合先 公益財団法人 愛知県シルバーサービス振興会

〒460-0008 名古屋市中区栄二丁目10番19号 名古屋商工会議所ビル８階
TEL 052－219－2071　FAX 052－212－1615

【福祉用具専門相談員】は、介護保険法施行令及び居宅・介護予防サービス基準において、「指定福
祉用具貸与」のほか、「指定介護予防福祉用具貸与」、「特定福祉用具販売」及び「特定介護予防福祉
用具販売」の合計４つのサービスにおいて、利用者の福祉用具の選定にあたり必要な専門知識を有す
る者として位置づけられることとなります。
「指定福祉用具貸与」、「指定介護予防福祉用具貸与」、「特定福祉用具販売」及び「特定介護予防福祉
用具販売」の事業所では、【福祉用具専門相談員】が２名以上いなければなりません。
　なお、【福祉用具専門相談員】は、平成27年４月１日より福祉用具に関する知識を有している国家
資格保有者（保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢
装具士）及び《福祉用具専門相談員指定講習修了者》に限定されます。

FAX  052ー212ー1615
公益財団法人 愛知県シルバーサービス振興会 行

令和4年度 福祉用具専門相談員指定講習会参加申込書
申込日；令和 4年　　　月　　　日

◇ 申込受付後、受講諾否をお知らせします。

◇ 申込締切　第１期締切：令和４年 9月26日（月）
◇ 申込締切　第２期締切：令和４年10月31日（月）

◇ 定員　A・B日程とも上限15名
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※オンライン研修が困難な場合（機材や受講環境の都合など）はお申し出ください。可能な限り調整します。
※B日程の方を優先希望される方はお申し出下さい。



・オンライン方式での受講となります。決められた時間に、指定しますミーティングIDとパスコードによりZoom
ミーティングにアクセスしてください。オンデマンド方式ではありませんので自由な時間で聴講できるわけで
はありません。場所は指定しませんのでテレワークでの受講は可能です。

・用意していただくもの；インターネット回線、パソコン等の通信端末、ウエブカメラ（内蔵可）、スピーカー（内
蔵可）、適宜イヤホン

・実施内容；あらかじめ収録した講義内容をZoomで配信します。したがって、グループワークやリアルタイムで
の質疑応答はありません。

　　　　　　参加者の本人確認と受講確認のためZoom画面をレコーディングいたします。
　　　　　　研修参加の際はミュート（マイクオフ）にしていただきます。
・研修開始前に期日を指定してオンライン接続テストを実施します。（実施の1週間前ごろ）
・オンライン形式の受講につきデータ通信量が大きくなることが予測されます。特にスマートフォンやタブレッ
ト端末を利用される場合、契約内容によってはデータ通信量の上限が定められてますのでご注意ください。使
用の際上限の無いインターネット回線（Wi-Fi等）で受講されることを推奨します。

・研修期日前にテキスト、レジュメ資料を送付いたします。

◆講師一覧

◆オンライン研修について 第1日目～7日目 （カリキュラム表★印）

・集合研修です。なごや福祉用具プラザの研修室と展示室を利用します。
・「三密」回避と、円滑な研修のために上限15名で実施します。
・地下鉄「御器所」駅そばの交通至便の立地ですので原則公共交通機関利用でお願いします。

◆なごや福祉用具プラザ実習について 第8日目

第8日目及び第9日目・名古屋商工会議所会議室において実施します。
・効果測定として60分のペーパーテストを実施し
ます。即日採点し基準点に達した場合、修了証
を交付します。

・効果測定が基準点に達しない場合、同日午後に
再効果測定を実施します。

◆修了評価の実施について

・毎日受講前に検温を実施します。
・手指の消毒の実施、マスクの着用、咳エチケットに
ご協力を。フェイスシールドを配布します。

・感染状況により延期等変更する場合があります。

◆コロナ感染防止のために

氏　　名 担　当　科　目 所　　　属

長岩　嘉文 日本福祉大学中央福祉専門学校福祉用具の役割、福祉用具専門相談員の役割と職業倫理、
介護保険制度の考え方と仕組み

髙木　直美 日本福祉大学中央福祉専門学校介護サービスにおける視点
川澄　明子 マミーズ訪問看護ステーションからだとこころの理解～加齢に伴う心身機能の変化の特徴
山端二三子 碧南市訪問看護ステーション介護技術
山田　和子 碧南市居宅介護支援事業所からだとこころの理解～認知症の理解と対応
熊谷　泰臣 善常会リハビリテーション病院リハビリテーション、福祉用具の特徴
鈴木　功子 （医）愛泉会訪問看護ステーションえまい高齢者の日常の理解
福田　里奈 （株）八神製作所ヤガミホームヘルスセンター福祉用具の役割・供給のしくみ
佐橋　道広 株式会社 メディ．ケア住環境と住宅改修
熊谷　泰臣 善常会リハビリテーション病院福祉用具の特徴①、②、③、④

日高　明子／森　良乃 なごや福祉用具プラザ演習　福祉用具の活用

磯村　直美 ケアプランセンターひまわり福祉用具貸与計画等の意義と活用、
演習　福祉用具による支援の手順と福祉用具貸与計画等の作成

時　　　間 講師名（敬称略）カ リ キ ュ ラ ム

福祉用具専門相談員指定講習会カリキュラム

予備日：A日程…10月26日（水）　B日程…11月29日（火） ★印はZoomによるオンライン研修です。

1日目 A日程：令和4年10月3日（月）/B日程：11月11日（金）
19：50～10：00 Zoom受付 事務局
10：00～11：00（1時間） ★【講義】福祉用具の役割 長岩　嘉文
11：00～12：00（1時間） ★【講義】福祉用具専門相談員の役割と職業倫理 長岩　嘉文
12：00～13：00（1時間） 　（ 昼　 休　 憩 ）
13：00～15：00（2時間） ★【講義】介護保険制度の考え方と仕組み 長岩　嘉文
15：00～17：00（2時間） ★【講義】介護サービスにおける視点 髙木　直美
2日目 A日程：令和4年10月6日（木）/B日程：11月14日（月）
19：50～10：00 Zoom受付 事務局
10：00～12：00（2時間） ★【講義】からだとこころの理解～加齢に伴う心身機能の変化の特徴　前半 川澄　明子
12：00～13：00（1時間） 　（ 昼　 休　 憩 ）
13：00～15：00（2時間） ★【講義】からだとこころの理解～加齢に伴う心身機能の変化の特徴　後半 川澄　明子
15：00～17：00（2時間） ★【講義】からだとこころの理解～認知症の理解と対応 山田　和子
3日目 A日程：令和4年10月14日（金）/B日程：11月15日（火）
19：50～10：00 Zoom受付 事務局
10：00～12：00（2時間） ★【講義】リハビリテーション 熊谷　泰臣
12：00～13：00（1時間） 　（ 昼　 休　 憩 ）
13：00～15：00（2時間） ★【講義】高齢者の日常の理解 鈴木　功子
15：00～17：00（2時間） ★【講義】福祉用具の役割・供給のしくみ 福田　里奈
4日目 A日程：令和4年10月17日（月）/B日程：11月16日（水）
19：50～10：00 Zoom受付 事務局
10：00～12：00（2時間） ★【講義】介護技術　前半 山端二三子
12：00～13：00（1時間） 　（ 昼　 休　 憩 ）
13：00～15：00（2時間） ★【講義】介護技術　後半 山端二三子
15：00～17：00（2時間） ★【講義】住環境と住宅改修 佐橋　道広
5日目 A日程：令和4年10月19日（水）/B日程：11月17日（木）
19：50～10：00 Zoom受付 事務局

12：00～13：00（1時間） 　（ 昼　 休　 憩 ）
10：00～12：00（2時間） ★【講義】福祉用具の特徴①～ 熊谷　泰臣

13：00～15：00（2時間） ★【講義】福祉用具の特徴②～ 熊谷　泰臣
15：00～17：00（2時間） ★【講義】福祉用具の特徴③～ 熊谷　泰臣
6日目 A日程：令和4年10月20日（木）/B日程：11月18日（金）
19：50～10：00 Zoom受付 事務局

12：00～13：00（1時間） 　（ 昼　 休　 憩 ）
10：00～12：00（2時間） ★【講義】福祉用具の特徴④～ 熊谷　泰臣

13：00～17：00（4時間） ★【講義】福祉用具貸与計画等の意義と活用　前半 磯村　直美
7日目 A日程：令和4年10月21日（金）/B日程：11月21日（月）
19：50～10：00 Zoom受付 事務局

12：00～13：00（1時間） 　（ 昼　 休　 憩 ）

10：00～11：00（1時間） ★【講義】福祉用具貸与計画等の意義と活用　後半 磯村　直美
11：00～12：00（1時間） ★【演習】福祉用具による支援の手順と福祉用具貸与計画等の作成　前半 磯村　直美

13：00～17：00（4時間） ★【演習】福祉用具による支援の手順と福祉用具貸与計画等の作成　後半 磯村　直美
8日目 A日程：令和4年10月25日（火）/B日程：11月22日（火） なごや福祉用具プラザ
19：00～12：00（3時間）【演習】福祉用具の活用～車いす・段差解消用具・歩行器等 日高　明子/森　良乃
12：00～13：00（1時間） 　（ 昼　 休　 憩 ）

15：00～18：00（3時間）【演習】福祉用具の活用～入浴用具・排泄器等 日高　明子/森　良乃
13：00～15：00（2時間）【演習】福祉用具の活用～ベッド・移乗用具・自助具等 日高　明子/森　良乃

9日目 A日程：令和4年10月31日（月）/B日程：12月2日（金） 名古屋商工会議所ビル会議室
10：00～11：00（1時間） 修了評価　効果測定 事務局
11：00～12：00（1時間） 修了評価　結果発表　閉講 事務局
13：00～14：00（1時間）（予備補講　再効果測定） 事務局

第9日目



・オンライン方式での受講となります。決められた時間に、指定しますミーティングIDとパスコードによりZoom
ミーティングにアクセスしてください。オンデマンド方式ではありませんので自由な時間で聴講できるわけで
はありません。場所は指定しませんのでテレワークでの受講は可能です。

・用意していただくもの；インターネット回線、パソコン等の通信端末、ウエブカメラ（内蔵可）、スピーカー（内
蔵可）、適宜イヤホン

・実施内容；あらかじめ収録した講義内容をZoomで配信します。したがって、グループワークやリアルタイムで
の質疑応答はありません。
参加者の本人確認と受講確認のためZoom画面をレコーディングいたします。
研修参加の際はミュート（マイクオフ）にしていただきます。

・研修開始前に期日を指定してオンライン接続テストを実施します。（実施の1週間前ごろ）
・オンライン形式の受講につきデータ通信量が大きくなることが予測されます。特にスマートフォンやタブレッ
ト端末を利用される場合、契約内容によってはデータ通信量の上限が定められてますのでご注意ください。使
用の際上限の無いインターネット回線（Wi-Fi等）で受講されることを推奨します。

・研修期日前にテキスト、レジュメ資料を送付いたします。

◆講師一覧

◆オンライン研修について 第1日目～7日目　（カリキュラム表★印）

・集合研修です。なごや福祉用具プラザの研修室と展示室を利用します。
・「三密」回避と、円滑な研修のために上限15名で実施します。
・地下鉄「御器所」駅そばの交通至便の立地ですので原則公共交通機関利用でお願いします。

◆なごや福祉用具プラザ実習について 第8日目

第8日目及び第9日目・名古屋商工会議所会議室において実施します。
・効果測定として60分のペーパーテストを実施し
ます。即日採点し基準点に達した場合、修了証
を交付します。

・効果測定が基準点に達しない場合、同日午後に
再効果測定を実施します。

◆修了評価の実施について

・毎日受講前に検温を実施します。
・手指の消毒の実施、マスクの着用、咳エチケットに
ご協力を。フェイスシールドを配布します。
・感染状況により延期等変更する場合があります。

◆コロナ感染防止のために
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川澄　明子 マミーズ訪問看護ステーションからだとこころの理解～加齢に伴う心身機能の変化の特徴
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福田　里奈 （株）八神製作所ヤガミホームヘルスセンター福祉用具の役割・供給のしくみ
佐橋　道広 株式会社 メディ．ケア住環境と住宅改修
熊谷　泰臣 善常会リハビリテーション病院福祉用具の特徴①、②、③、④

日高　明子／森　良乃 なごや福祉用具プラザ演習　福祉用具の活用

磯村　直美 ケアプランセンターひまわり福祉用具貸与計画等の意義と活用、
演習　福祉用具による支援の手順と福祉用具貸与計画等の作成

時　　　間 講師名（敬称略）カ リ キ ュ ラ ム

福祉用具専門相談員指定講習会カリキュラム

予備日：A日程…10月26日（水）　B日程…11月29日（火） ★印はZoomによるオンライン研修です。

1日目 A日程：令和4年10月3日（月）/B日程：11月11日（金）
19：50～10：00 Zoom受付 事務局
10：00～11：00（1時間） ★【講義】福祉用具の役割 長岩　嘉文
11：00～12：00（1時間） ★【講義】福祉用具専門相談員の役割と職業倫理 長岩　嘉文
12：00～13：00（1時間） （ 昼　 休　 憩 ）
13：00～15：00（2時間） ★【講義】介護保険制度の考え方と仕組み 長岩　嘉文
15：00～17：00（2時間） ★【講義】介護サービスにおける視点 髙木　直美
2日目 A日程：令和4年10月6日（木）/B日程：11月14日（月）
19：50～10：00 Zoom受付 事務局
10：00～12：00（2時間） ★【講義】からだとこころの理解～加齢に伴う心身機能の変化の特徴　前半 川澄　明子
12：00～13：00（1時間） （ 昼　 休　 憩 ）
13：00～15：00（2時間） ★【講義】からだとこころの理解～加齢に伴う心身機能の変化の特徴　後半 川澄　明子
15：00～17：00（2時間） ★【講義】からだとこころの理解～認知症の理解と対応 山田　和子
3日目 A日程：令和4年10月14日（金）/B日程：11月15日（火）
19：50～10：00 Zoom受付 事務局
10：00～12：00（2時間） ★【講義】リハビリテーション 熊谷　泰臣
12：00～13：00（1時間） （ 昼　 休　 憩 ）
13：00～15：00（2時間） ★【講義】高齢者の日常の理解 鈴木　功子
15：00～17：00（2時間） ★【講義】福祉用具の役割・供給のしくみ 福田　里奈
4日目 A日程：令和4年10月17日（月）/B日程：11月16日（水）
19：50～10：00 Zoom受付 事務局
10：00～12：00（2時間） ★【講義】介護技術　前半 山端二三子
12：00～13：00（1時間） （ 昼　 休　 憩 ）
13：00～15：00（2時間） ★【講義】介護技術　後半 山端二三子
15：00～17：00（2時間） ★【講義】住環境と住宅改修 佐橋　道広
5日目 A日程：令和4年10月19日（水）/B日程：11月17日（木）
19：50～10：00 Zoom受付 事務局

12：00～13：00（1時間） （ 昼　 休　 憩 ）
10：00～12：00（2時間） ★【講義】福祉用具の特徴①～ 熊谷　泰臣

13：00～15：00（2時間） ★【講義】福祉用具の特徴②～ 熊谷　泰臣
15：00～17：00（2時間） ★【講義】福祉用具の特徴③～ 熊谷　泰臣
6日目 A日程：令和4年10月20日（木）/B日程：11月18日（金）
19：50～10：00 Zoom受付 事務局

12：00～13：00（1時間） （ 昼　 休　 憩 ）
10：00～12：00（2時間） ★【講義】福祉用具の特徴④～ 熊谷　泰臣

13：00～17：00（4時間） ★【講義】福祉用具貸与計画等の意義と活用　前半 磯村　直美
7日目 A日程：令和4年10月21日（金）/B日程：11月21日（月）
19：50～10：00 Zoom受付 事務局

12：00～13：00（1時間） （ 昼　 休　 憩 ）

10：00～11：00（1時間） ★【講義】福祉用具貸与計画等の意義と活用　後半 磯村　直美
11：00～12：00（1時間） ★【演習】福祉用具による支援の手順と福祉用具貸与計画等の作成　前半 磯村　直美

13：00～17：00（4時間） ★【演習】福祉用具による支援の手順と福祉用具貸与計画等の作成　後半 磯村　直美
8日目 A日程：令和4年10月25日（火）/B日程：11月22日（火） なごや福祉用具プラザ
19：00～12：00（3時間）【演習】福祉用具の活用～車いす・段差解消用具・歩行器等 日高　明子/森　良乃
12：00～13：00（1時間） （ 昼　 休　 憩 ）

15：00～18：00（3時間）【演習】福祉用具の活用～入浴用具・排泄器等 日高　明子/森　良乃
13：00～15：00（2時間）【演習】福祉用具の活用～ベッド・移乗用具・自助具等 日高　明子/森　良乃

9日目 A日程：令和4年10月31日（月）/B日程：12月2日（金） 名古屋商工会議所ビル会議室
10：00～11：00（1時間） 修了評価　効果測定 事務局
11：00～12：00（1時間） 修了評価　結果発表　閉講 事務局
13：00～14：00（1時間）（予備補講　再効果測定） 事務局

第9日目



令和４年９月各　位

公益財団法人愛知県シルバーサービス振興会
理事長　山　本　亜　土

令和4年度「福祉用具専門相談員指定講習会」開催のご案内

記

【福祉用具専門相談員】とは

拝啓　時下益々ご清祥の段、お喜び申し上げます。平素は当会の業務・運営に多大のご協力を賜り、厚くお礼
申しあげます。
さて、この度介護保険における福祉用具貸与事業者等の人員基準で定める「福祉用具専門相談員指定講習

会」（愛知県指定講習）を下記により開催いたします。
　本研修は、高齢者の増加かつ多様化するニーズに対応した適切な福祉用具等を提供するために必要な知識、
技能を有する従事者を要請し、もって高齢者に自立の促進及び介護者の負担の軽減を図ること及び介護保険制
度の円滑な運営に資するため、必要な知識、技能を有する者の養成を目的としております。
　ご多忙中まことに恐縮ですが、ご担当者の参加につきまして格別の配慮を賜りますよう、ご案内かたがたお
願い申しあげます。

敬　具　

◇ 主　　催 公益財団法人 愛知県シルバーサービス振興会
◇ 共　　催 一般社団法人 日本福祉用具供給協会 東海北陸支部
◇ 後　　援 一般社団法人 シルバーサービス振興会
◇ 期　　日 下記のA日程開催を基本としますが、定員超過の場合B日程開催をご案内します。（後掲カリキュラム参照）

（基本開催）【A日程】令和4年10月3日（月）/6日（木）/14日（金）/17日（月）/19日（水）/20日（木）/
　　　　　　　　21日（金）/25日（火）/31日（月）※予備日（Zoom研修の予備日；令和4年10月26日（水））
（追加設定）【B日程】令和4年11月11日（金）/14日（月）/15日（火）/16日（水）/17日（木）/18日（金）/
　　　　　　　　21日（月）/22日（火）/12月2日（金）※予備日（Zoom研修の予備日；令和4年11月29日（火））

◇ 会　　場  【講　　義】 オンライン方式での受講となります。日時を指定したZoom配信です。
（後掲「オンライン研修について」参照）

【修了評価】 名古屋商工会議所会議室 名古屋市中区栄2-10-19
【福祉用具の演習】 なごや福祉用具プラザ 名古屋市昭和区御器所通3-12-1（御器所stationビル3階）

（後掲カリキュラム参照）
◇ 募集人員 A・B日程とも上限15名（先着順）

〈A日程が定員になり次第、B日程へのご案内とし、定員になり次第締切ります。〉
◇ お申込み 参加申込書に必要事項をご記入の上FAXでお申込みください。
◇ 申込締切 第１期締切：令和4年9月26日（月）、第２期締切：令和4年10月31日（月）
◇ 留 意 点 今回は講習会の一部をオンライン研修にいたします。詳しくは次頁カリキュラム等でご確認下さい。
◇ 参 加 料 45,000円（資料・テキスト代含みます）・受講決定通知にて支払い方法等をお知らせします。
◇ お問合先 公益財団法人 愛知県シルバーサービス振興会

〒460-0008 名古屋市中区栄二丁目10番19号 名古屋商工会議所ビル８階
TEL 052－219－2071　FAX 052－212－1615

【福祉用具専門相談員】は、介護保険法施行令及び居宅・介護予防サービス基準において、「指定福
祉用具貸与」のほか、「指定介護予防福祉用具貸与」、「特定福祉用具販売」及び「特定介護予防福祉
用具販売」の合計４つのサービスにおいて、利用者の福祉用具の選定にあたり必要な専門知識を有す
る者として位置づけられることとなります。
「指定福祉用具貸与」、「指定介護予防福祉用具貸与」、「特定福祉用具販売」及び「特定介護予防福祉
用具販売」の事業所では、【福祉用具専門相談員】が２名以上いなければなりません。
　なお、【福祉用具専門相談員】は、平成27年４月１日より福祉用具に関する知識を有している国家
資格保有者（保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢
装具士）及び《福祉用具専門相談員指定講習修了者》に限定されます。

FAX  052ー212ー1615
公益財団法人 愛知県シルバーサービス振興会 行

令和4年度 福祉用具専門相談員指定講習会参加申込書
申込日；令和 4年　　　月　　　日

◇ 申込受付後、受講諾否をお知らせします。

◇ 申込締切　第１期締切：令和４年 9月26日（月）
◇ 申込締切　第２期締切：令和４年10月31日（月）

◇ 定員　A・B日程とも上限15名

ふりがな 生　　　年　　　月　　　日

昭 和

平 成
氏　名

住　所

備考欄

事業所名
（会社名）

窓　口
担当者名

受講当日
連絡先 電話（携帯等）

mailアドレス

職名 氏名

（必須；オンライン接続の連絡先）

〒 ー

連 絡 先 会 社 等（ 受 講 通 知 や テキスト 資料 の 送 付 先 で す ）

年　　　　月　　　　日

電話

FAX

※オンライン研修が困難な場合（機材や受講環境の都合など）はお申し出ください。可能な限り調整します。
※B日程の方を優先希望される方はお申し出下さい。




