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令和５年度 上期① 

高圧ガス製造保安責任者／販売主任者等 

オンライン講習のご案内 
 

インターネット受付期間 
（講習種類により受付期間が異なります。） 

【Ⓐ甲種化学・乙種化学・甲種機械・乙種機械・第一種冷凍機械・移動監視者】 

Ⓐ期間：令和５年 2 月 14 日（火）9:30 ～ 3 月 6 日（月）17:00 
 

【Ⓑ丙種化学(液石)・丙種化学(特別)・第二種冷凍機械・第三種冷凍機械 
第一種販売・第二種販売・業務主任者の代理者】 

Ⓑ期間：令和５年 4 月 6 日（木）9:30 ～ 4 月 26 日（水）17:00 
 

※講習には定員があります。定員に達した場合、受付期間中でも締め切ります。受付期間中に定員に満たなかった場合、受

付期間後に追加受付を行うことがあります。追加受付の実施については高圧ガス保安協会ホームページをご確認下さい。 

 

 

【講習受講のメリット】 

●オンライン講習では、その受講期間中 24 時間お好きな時間、回数に制限なく動画視聴可能

ですので、ご自身のペースで受講を進めることができます。 

●講習受講後の検定試験に合格すると、国家試験の一部科目免除が受けられます。 

（業務主任者の代理者・移動監視者を除く。） 

●資格取得の目的以外に、保安教育の一環としてもご利用いただけます。 

 

●社会情勢により、講習や検定の開催が変更となる可能性があります。その場合、以下のサイ

トでご案内しますので、最新の情報をご確認ください。 

https://www.khk.or.jp/qualification/examination_course/info_01.html 

 

 ●本冊子記載の講習は全て、オンライン（インターネット回線を利用した映像配信）で実施し

ます。お申込みもインターネットでの受付となります（別添）。オンライン講習に関するご案

内は、以下のサイトをご確認ください。 

https://www.khk.or.jp/qualification/course_information/ 

 

●オンライン講習に必要なインターネット利用環境がない方は、電話でお問い合せください。 

オンライン講習以外での受講方法について、ご案内いたします。 

高圧ガス保安協会 試験・教育事業部門 TEL 03-3436-6102（9:30～17:30／土日祝日を除く） 

（自動音声が流れますので、ガイダンスに従って④を選択してください） 

中部支部 TEL 052-221-8730（9:00～17:00／土日祝日を除く） 

近畿支部 TEL 06-6312-4052（9:00～17:00／土日祝日を除く） 

中国支部 TEL 082-243-8016（9:00～17:00／土日祝日を除く） 

 

高圧ガス保安協会 

https://www.khk.or.jp/qualification/course_information/
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【お申込方法】 

希望の講習種類と受検会場（別表１）を選び、KHK ホームページからお申し込みください。 

https://www.khk.or.jp/qualification/course_information/ 

・インターネットのお申し込み画面は、受付期間（1 ページ参照）中のみアクセスできます。 

・｢個人申込｣と｢法人申込｣が選択できます。複数者のお申し込みをされる場合には簡単で便利な

｢法人申込｣をおすすめします。（5 ページ参照） 

 

【受講料と支払方法】(受講料には、検定試験の受検料を含みます｡) 

 

●お申込み手続後、自動返信メールに記載された

銀行口座（お申込み毎に口座番号が異なります。

ご注意ください。）に、指定期日迄に着金するよう

にお振込みください。 

●⼊⾦が確認でき次第、「⼊⾦確認・申込完了メー

ル」が届きます。⼊⾦後、お知らせまで 2～3 営

業日程度かかります。 

●振込手数料は、お申込者のご負担となります。 

●郵便振替用紙でのお支払いはできません。 

●講習に必要なテキスト等の代⾦は含まれません。 

 

【申込内容の変更・取消】 

●申込内容の変更・取消期限 

Ⓐ 期間 令和 5 年 3 月 9 日（木）15:00 まで 
Ⓑ 期間 令和 5 年 5 月 1 日（月）15:00 まで   
上記期日以降の変更・取消は受付できません。受講取り止めや検定の欠席に伴う返⾦は、その理由の如何に関
わらずできません。受講者の変更もできません。 
 

●法人申込における取消の場合、上記期日までに手続きを完了していただかないと申込者に債務が発生します。
講習の視聴や検定の出欠にかかわらず、受講料をお支払いいただくことになりますので、ご注意ください。 

 

【受講・受検票】 

オンライン講習では、紙面による受講・受検票の送付はございません。 
 

【オンライン講習専用サイトのご案内】 

●オンライン講習用サイトにアクセスするためのご案内は、以下の日に受講者宛にメールにて送信いたします。
講習に係る重要な情報が記載されていますので、必ずご確認ください。 

 

 甲種化学・甲種機械・第一種冷凍機械・移動監視者  令和 5 年 4 月 5 日（水） 

 乙種化学・乙種機械      令和５年4月12日（水） 
 第一種販売・丙種化学(特別)・丙種化学(液石)・第二種冷凍機械・第三種冷凍機械 
          令和 5年5月11日（木） 
 第二種販売・業務主任者の代理者    令和 5年5月15日（月） 

※日程は前後する可能性があります 
  
●オンライン講習は、株式会社デジタル・ナレッジが提供する配信サイトで実施します。お申し込み前に以下

の URL にアクセスいただき、動作環境を必ずご確認ください。 

※「受講者クライアント（レスポンシブデザイン）」をご確認ください。 

https://www.digital-knowledge.co.jp/product/kd/price_kd/ 

講習の種類 受講料 消費税 

甲種化学・甲種機械・第一種冷凍機械 29,000 円 課税 

乙種化学・乙種機械・ 

丙種化学(特別)・第二種冷凍機械・丙種

化学(液石) 

24,900 円 課税 

第三種冷凍機械 19,500 円 課税 

第一種販売・第二種販売 16,700 円 課税 

業務主任者の代理者 17,200 円 非課税 

移動監視者 15,800 円 非課税 

https://www.khk.or.jp/qualification/course_information/
https://www.digital-knowledge.co.jp/product/kd/price_kd/
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【講習科目および講習時間】 

 
 
 
 
 

  

 

受講科目一部免除（別表 3（13 ページ）参照）の方を除き、全ての科目を受講しなければ、検定試
験を受検することはできません。期間中に動画教材の視聴を完了（各科目・パート毎の簡単な内容
確認の回答を含む。）することで講習完了となり、受講証明書兼受検票がダウンロードできます。 

 

【検定試験】 

●検定試験会場の詳細は、オンライン講習専用サイトへログイン後に必ずご確認ください。 
●受講証明書兼受検票は予め印刷し、写真貼付のうえご持参ください。 
●検定試験時間 

講習の種類 学識 保安管理技術 法令 

甲種化学・甲種機械・乙種化学・乙種機

械・丙種化学(特別) 
10:00～12:00 13:00～14:30 

 

第一種冷凍機械・第二種冷凍機械 10:00～12:00 13:00～14:30  

第一種販売・第三種冷凍機械  10:00～11:30  

丙種化学(液石) 9:00～11:00 11:30～13:00  

第二種販売  9:30～11:00  

業務主任者の代理者  9:30～11:00 

移動監視者 10:00～11:30 

2 科目ある検定試験では、その１科目目を受検していない場合、２科目目の受検はできません。 

●検定試験では、四則計算のみができる電卓の使用は認めますが、関数電卓の使用は禁止します。 

使用できる電卓の条件 

・四則計算のみできるもの ・電池(太陽電池含む)内蔵型のもの ・音を発しないもの ・プリンター内蔵していないもの 

 

【使用テキスト等】 

●オンライン講習でもテキストを使用しますので、講習のお申し込み完了後に、事前購⼊してください。 
●購⼊方法（2 種類） 

【１】各都道府県の実施事務所にお問い合わせください。（11～13 ページの別表 2 をご覧ください。） 
【２】高圧ガス保安協会のテキスト販売用 EC サイト 
※高圧ガス保安協会及び各都道府県の実施事務所によって一部お取り扱いしていない書籍がございます。 

●受講料には、テキスト代⾦は含まれておりません。［ご注意：テキスト代⾦と受講料の振込先は異なります。］ 
 

講習名 分類 購⼊ 書籍名 備考 定価(税込) 

甲種化学 
甲種機械 

テキスト 
必須 高圧ガス保安法規集 (第 21 次改訂版)  4,920 円 

必須 高圧ガス保安技術 (第 19 次改訂版)  6,180 円 

補助教材 推奨 高圧ガス保安法概要（甲乙丙特編）第 3 次改訂版 ※1 970 円 

問題集 任意 甲種化学･機械 試験問題集 (令和 5 年度版)  3,670 円 

乙種化学 
乙種機械 

テキスト 
必須 高圧ガス保安法規集 (第 21 次改訂版)  4,920 円 

必須 中級 高圧ガス保安技術 (第 19 次改訂版)  4,080 円 

補助教材 推奨 高圧ガス保安法概要（甲乙丙特編）第 3 次改訂版 ※1 970 円 

問題集 任意 乙種化学･機械 試験問題集 (令和 5 年度版)  3,670 円 

丙種化学 
（特別） 

テキスト 
必須 高圧ガス保安法規集 (第 21 次改訂版)  4,920 円 

必須 初級 高圧ガス保安技術 (第 19 次改訂版)  2,720 円 

講習の種類 法令 保安管理技術 学識 

甲種化学・甲種機械・乙種化学・乙種機械・丙種化

学(特別)・丙種化学(液石)・第一種冷凍機械・第二

種冷凍機械 

7 時間以上 7 時間以上 7 時間以上 

第三種冷凍・第一種販売・第二種販売・業務主任者

の代理者 
7 時間以上 14 時間以上  

移動監視者 3 時間以上 11 時間以上 
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講習名 分類 購⼊ 書籍名 備考 定価(税込) 

丙種化学 
（特別） 

補助教材 推奨 高圧ガス保安法概要（甲乙丙特編）第 3 次改訂版 ※1 970 円 

問題集 任意 丙種化学試験問題集 特別試験科目(令和 5 年度版)  3,150 円 

第一種販売 

テキスト 
必須 第一種販売講習テキスト（第 3 次改訂版）  3,030 円 

必須 高圧ガス保安法規集（第 21 次改訂版）  4,920 円 

補助教材 推奨 高圧ガス保安法概要（第一種販売主任者編）第 2 次改訂版 ※1 710 円 

問題集 任意 第一種高圧ガス販売主任者試験問題と解説（2023 年版）  3,100 円 

第一種 
冷凍機械 

テキスト 
必須 上級冷凍受験テキスト(第 9 次改訂版)  ※3 4,000 円 

必須 冷凍関係法規集(第 59 次改訂版) ※3 1,800 円 

補助教材 推奨 高圧ガス保安法概要（一・二・三種冷凍機械編）第 2 次改訂版 ※1 710 円 

問題 任意 第一種冷凍機械講習 ＜検定問題・解説＞  ※4 300 円 

第二種 
冷凍機械 

テキスト 
必須 上級冷凍受験テキスト(第 9 次改訂版)  ※3 4,000 円 

必須 冷凍関係法規集(第 59 次改訂版) ※3 1,800 円 

補助教材 推奨 高圧ガス保安法概要（一・二・三種冷凍機械編）第 2 次改訂版 ※1 710 円 

問題 任意 第二種冷凍機械講習 ＜検定問題・解説＞  ※4 300 円 

第三種 
冷凍機械 

テキスト 
必須 初級冷凍受験テキスト(第 8 次改訂版) ※3 2,900 円 

必須 冷凍関係法規集(第 59 次改訂版) ※3 1,800 円 

補助教材 推奨 高圧ガス保安法概要（一・二・三種冷凍機械編）第 2 次改訂版 ※1 710 円 

問題集 任意 第三種冷凍機械責任者試験問題と解説（2023 年版） ※5 3,300 円 

丙種化学 
（液石） 

テキスト 必須 高圧ガス保安法規集 (第 21 次改訂版)  4,920 円 

テキスト 必須 液化石油ガス保安技術 (第 4 次改訂版)  2,720 円 

補助教材 推奨 高圧ガス保安法概要（丙種化学液石編）(第 3 次改訂版) ※1 870 円 

問題集 任意 
高圧ガス丙種化学責任者 試験問題と解説 
（2023 年 4 月 1 日発行） 

※3 未定 

第二種 
販売 

業務主任者 
の代理者 
（共通） 

※2 

テキスト 

必須 
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法規集
(第 37 次改訂版) 

 3,670 円 

必須 
高圧ガス保安法規集 液化石油ガス分冊 
(第 19 次改訂版) 

 1,880 円 

必須 第二種販売講習テキスト(第 5 次改訂版)  2,520 円 

補助教材 推奨 高圧ガス保安法概要（第二種販売主任者編）第 2 次改訂版 ※1 870 円 

問題集 任意 第二種販売主任者 試験問題と解説（2023 年 4 月 1 日発行） ※3 未定 

移動監視者 
テキスト 

必須 高圧ガス移動監視者講習テキスト（第 4 次改訂版）  2,200 円 

必須 高圧ガス保安法令（抄）（第 10 次改訂版）  710 円 

問題集 任意 高圧ガス移動監視者検定問題集（令和 5 年度版）  1,880 円 

※1 補助教材「高圧ガス保安法概要」は必携ではありませんが、法令講義で使用しているスライドに加え、法
令テキスト（高圧ガス保安法規集、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法規集、冷凍関係
法規集）とリンクするページを示しており、より理解を促進するのに最適な書籍です。是非ご活用ください。 

※2 第二種販売と業務主任者の代理者は、同じ教材となります。 
※3 高圧ガス保安協会ではお取り扱いしていません。各都道府県の実施事務所（11～13 ページの別表 2）へ

お問い合わせください。 
※4 高圧ガス保安協会ではお取り扱いしていません。日本冷凍空調学会（03-5623-3223）へお問合せくだ

さい。 
※5 高圧ガス保安協会ではお取り扱いしていません。東京都高圧ガス保安協会（03-3830-0252）へお問合

せください。 

【新型コロナウイルス感染拡大防止に係るお願い】 

●次に該当する方は、検定に参加することができませんので、ご了承ください。 

・新型コロナウイルスに罹患している方 

・発熱や咳・咽頭痛などの症状のある方 

・新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した方と濃厚接触がある方 

●検定の当日は、必ずマスクをご着用ください。 

●咳エチケット、手洗いにご協力ください。 

●検定会場では、休憩時間などで他の参加者と密接な状態とならないよう、ご配慮ください。 
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●検定の当日、ご来場前に検温を行い、発熱のないことをご確認ください。発熱がある場合は、参加を自粛くださいますよ

うお願いします。 

●検定会場では、主催者による検温を実施する場合があります。主催者による検温の結果、37.5℃以上の発熱が認められ

るときは、受検をお断りしますのでご了承ください。 

※検温は受付等で行いますので、開始 20～30 分前までには会場においでください。 

●検定会場の⼊口又は受付付近に消毒用アルコールを設置しますので、手指の殺菌をお願いします。 

注）上記の内容は、国や地方自治体等の方針により変更することがあります。変更などの情報は、高圧ガス保安協会ホーム

ページに掲載しますので、ご確認ください。 

 

【合格基準、正解答等の公表等】 

１．検定試験の合格基準 
検定試験の合格基準は、受検科目ごとに 60％以上の正答です。検定の科目が２科目の場合は、２科目それぞれ

が合格基準に達していることが必要です。 

２．検定試験の問題、正解答及び合格者番号の公表並びに合否結果の通知は、次の日程で行う予定です。 
 

 
甲種化学 

甲種機械 

第一種冷凍機械 

乙種化学 

乙種機械 

第一種販売・丙種化学

(液石)・丙種化学(特

別)・第二種冷凍機械・

第三種冷凍機械 

第二種販売 

業務主任者の代理者 
移動監視者 

問題・正解答 
5 月 29 日 

（月） 

6 月 12 日 

（月） 

7 月 3 日 

（月） 

7 月 10 日 

（月） 

5 月 29 日 

（月） 

合格者番号公表 
8 月 14 日 

（月） 

7 月 6 日 

（木） 

7 月 31 日 

（月） 

8 月 4 日 

（⾦） 

6 月 22 日 

（木） 
合否通知発送 

検定試験の正解答及び合格者番号の公表方法：高圧ガス保安協会のホームページ上に掲載（公表日の 15 時頃） 

URL https://www.khk.or.jp/ 

３．受検番号や合否結果を、お電話・メール等でお伝えすることはできません。必ずご自身で受検番号をお控えく 

ださい。 

 

【法人単位での申込みについて】 

 

●「法人申込」をご利用いただくメリット 
・複数名の申込データを一度にアップロードできる「ファイル・アップロード形式」でお申し込みいただけます。 
・受付確認のための申込完了メールの送信、合否通知書の発送が、法人の申込担当者宛に行われるため、申込状

況の管理・確認を担当者がまとめて行うことができます。 
・受講料を振り込む際、振込名義が「法人名」で行えます。 

 
●「受講者本人のメールアドレス」が必要となりますので、必ず申込時までにご準備ください。オンライン講習の

受講に必要な情報（ログイン ID 及びパスワード等）を、受講者本人のメールアドレスに直接送信するためです。
受講者本人のメールアドレスの代わりに、申込者や部署共有のメールアドレス等を登録することはできません
のでご注意ください。 

 
●受講取消を行う場合、変更取消の期日（2 ページ参照）までに取消手続きを完了していただかなければ、申込者

に債務が発生いたします。講習の視聴や検定の出欠にかかわらず、受講料をお支払いいただくことになりますの
で、ご注意ください。 

 

●「法人申込」で複数者のお申し込みをされる場合は、次の２種類の方法があります。 

・Ｗｅｂ方式 

受講申込者を１名ずつ⼊力する方法（１名ごとに確認をしながら申し込む際に便利です。） 

・ファイル転送方式 

申込者一覧表のファイルを作成し、当該ファイルを転送する方法。多人数の方を申し込む際に便利で

す。テンプレートは、受付期間中に申込ページでダウンロード可能です。最新版をご利用ください。 

●登録済の法人情報を変更する場合は、受付期間内にお申し込み画面より変更してください。 

https://www.khk.or.jp/
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検定試験日 令和5年5月28日（日）

コード 会場 オンライン講習期間 定員 検定会場

041 宮城県 35名 宮城県建設産業会館

131 東京都 未定 未定

151 新潟県 55名 未定

231 愛知県 120名 IMYビル

271 大阪府 180名 TKPガーデンシティ大阪リバーサイドホテル

341 広島県 150名 TKPガーデンシティ広島駅前大橋

371 香川県 48名 香川県社会福祉総合センター

381 愛媛県 35名 東予自動車会館

401 福岡県 150名 福岡商工会議所ビル

471 沖縄県 10名 未定

甲種化学講習

4月12日（水）～

5月10日（水）

検定試験日 令和5年5月28日（日）

コード 会場 オンライン講習期間 定員 検定会場

011 北海道 48名 北農健保会館

041 宮城県 35名 宮城県建設産業会館

131 東京都 未定 未定

151 新潟県 65名 未定

231 愛知県 200名 IMYビル

271 大阪府 180名 TKPガーデンシティ 大阪リバーサイドホテル

341 広島県 200名 TKPガーデンシティ広島駅前大橋

371 香川県 120名 香川県社会福祉総合センター

381 愛媛県 100名 東予自動車会館

401 福岡県 150名 福岡商工会議所ビル

471 沖縄県 10名 未定

甲種機械講習

4月12日（水）～

5月10日（水）

検定試験日 令和5年6月11日（日）

コード 会場 オンライン講習期間 定員 検定会場

041 宮城県 45名 ハーネル仙台

131 東京都 未定 未定

151 新潟県 60名 未定

231 愛知県 160名 名古屋栄ビルディング

271 大阪府 180名 天満研修センター

341 広島県 80名 TKPガーデンシティ広島駅前大橋

371 香川県 48名 香川県社会福祉総合センター

381 愛媛県 70名 レーイグラッツェふじ

401 福岡県 100名 九州ビル

441 大分県 80名 ソレイユ（大分県労働福祉会館）

471 沖縄県 10名 未定

4月26日（水）～

5月24日（水）

乙種化学講習

検定試験日 令和5年6月11日（日）

コード 会場 オンライン講習期間 定員 検定会場

011 北海道 90名 センチュリーロイヤルホテル

041 宮城県 105名 ハーネル仙台

131 東京都 未定 未定

151 新潟県 140名 未定

231 愛知県 100名 名古屋栄ビルディング

232 愛知県 500名 IMYビル

271 大阪府 520名 天満研修センター

281 兵庫県 90名 姫路労働会館

乙種機械講習

4月26日（水）～

5月24日（水）

＜別表１＞講習開催地一覧 
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コード 会場 オンライン講習期間 定員 検定会場

341 広島県 500名 TKPガーデンシティ広島駅前大橋

371 香川県 160名 香川県社会福祉総合センター

381 愛媛県 100名 レーイグラッツェふじ

401 福岡県 140名 九州ビル

441 大分県 150名 ソレイユ（大分県労働福祉会館）

471 沖縄県 50名 未定

4月26日（水）～

5月24日（水）

丙種化学（特別）講習 検定試験日 令和5年7月2日（日）

コード 会場 オンライン講習期間 定員 検定会場

011 北海道 90名 センチュリーロイヤルホテル

041 宮城県 120名 宮城県建設産業会館

081 茨城県 70名 未定

131 東京都 未定 未定

151 新潟県 100名 未定

161 富山県 150名 富山県中小企業研修センター

221 静岡県 100名 清水テルサ「静岡市東部勤労者福祉センター」

231 愛知県 150名 名古屋栄ビルディング

232 愛知県 500名 名古屋商工会議所ビル

241 三重県 120名 四日市商工会議所

271 大阪府 480名 TKPガーデンシティ大阪リバーサイドホテル

281 兵庫県 90名 姫路労働会館

341 広島県 300名 広島工業大学専門学校

371 香川県 120名 香川県社会福祉総合センター

381 愛媛県 80名 東予自動車会館

401 福岡県 170名 福岡商工会議所ビル

441 大分県 60名 大分職業訓練センター

471 沖縄県 60名 沖縄産業支援センター

5月25日（木）

～6月15日（木）

第一種販売講習 検定試験日 令和5年6月30日（金）

コード 会場 オンライン講習期間 定員 検定会場

011 北海道 48名 北農健保会館

021 青森県 30名 青森市はまなす会館

041 宮城県 56名 宮城県建設産業会館

131 東京都 未定 未定

231 愛知県 100名 IMYビル

271 大阪府 140名 天満研修センター

341 広島県 50名 RCC文化センター

371 香川県 48名 香川県社会福祉総合センター

401 福岡県 70名 福岡商工会議所ビル

5月25日（木）

～6月15日（木）

第一種冷凍機械講習 検定試験日 令和5年5月28日（日）

コード 会場 オンライン講習期間 定員 検定会場

011 北海道 40名 （財）道民活動振興センター かでる2・7

041 宮城県 70名 宮城県管工事会館9階大会議室

131 東京都 未定 未定

231 愛知県 90名 名古屋市中小企業振興会館

271 大阪府 350名 未定

401 福岡県 130名 福岡商工会議所

471 沖縄県 10名 未定

4月12日（水）

～5月10日（水）
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第二種冷凍機械講習 検定試験日 令和5年7月2日（日）

コード 会場 オンライン講習期間 定員 検定会場

011 北海道 40名 （財）道民活動振興センター かでる2・7

031 岩手県 27名 岩手県ガス会館

041 宮城県 30名 宮城県管工事会館9階大会議室

081 茨城県 50名 茨城県産業会館

111 埼玉県 110名 さいたま共済会館

121 千葉県 70名 千葉県経営者会館

131 東京都 未定 未定

141 神奈川県 未定 未定

201 長野県 50名 松本市勤労者福祉センター

221 静岡県 100名 静岡労政会館

231 愛知県 90名 名古屋市中小企業振興会館

251 滋賀県 40名 コラボしが２１

271 大阪府 200名 未定

331 岡山県 50名 岡山商工会議所

341 広島県 70名 広島県情報プラザ

351 山口県 45名 山口県セミナーパーク

371 香川県 30名 地域職業訓練センター

381 愛媛県 50名 東予自動車会館

401 福岡県 70名 天神ビル

461 鹿児島県 40名 鹿児島県市町村自治会館

471 沖縄県 40名 沖縄産業支援センター

5月25日（木）

～6月15日（木）

第三種冷凍機械講習 検定試験日 令和5年7月2日（日）

コード 会場 オンライン講習期間 定員 検定会場

011 北海道 40名 （財）道民活動振興センター かでる2・7

031 岩手県 27名 岩手県ガス会館

041 宮城県 40名 宮城県管工事会館9階大会議室

081 茨城県 50名 茨城県産業会館

091 栃木県 40名 とちぎ流通センター協同組合連合会館

111 埼玉県 160名 さいたま共済会館

121 千葉県 70名 千葉県経営者会館

131 東京都 192名 全国家電会館

141 神奈川県 未定 未定

151 新潟県 30名 新潟県冷凍会館　会議室

161 富山県 60名 ボルファートとやま 4階琥珀の間

201 長野県 50名 松本市勤労者福祉センター

211 岐阜県 45名 岐阜県エルピージー会館

221 静岡県 100名 静岡労政会館

231 愛知県 80名 名古屋市中小企業振興会館

241 三重県 40名 三重県水産会館4階会議室

251 滋賀県 40名 コラボしが２１

271 大阪府 200名 未定

331 岡山県 50名 岡山商工会議所

341 広島県 70名 広島県情報プラザ

351 山口県 30名 山口県セミナーパーク

371 香川県 30名 地域職業訓練センター

381 愛媛県 30名 東予自動車会館

401 福岡県 70名 天神ビル

411 佐賀県 40名 メートプラザ佐賀

421 長崎県 25名 長崎市市民生活プラザホール（メルカつきまち）

461 鹿児島県 40名 鹿児島県市町村自治会館

471 沖縄県 40名 沖縄産業支援センター

5月25日（木）

～6月15日（木）
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第二種販売講習 検定試験日 令和5年7月7日（金）

コード 会場 オンライン講習期間 定員 検定会場

011 北海道 100名 （一社）北海道LPガス協会

012 北海道 30名 サンリフレ函館

013 北海道 50名 旭川市市民文化会館

014 北海道 30名 釧路工業技術センター

021 青森県 118名 青森市はまなす会館

031 岩手県 54名 岩手県ガス会館

041 宮城県 100名 ショーケー本館ビル

5月29日（月）

～6月19日（月）

丙種化学液石講習 検定試験日 令和5年6月30日（金）

コード 会場 オンライン講習期間 定員 検定会場

011 北海道 130名 （一社）北海道LPガス協会

021 青森県 96名 青森市はまなす会館

031 岩手県 54名 岩手県ガス会館

041 宮城県 110名 ショーケー本館ビル

051 秋田県 40名 プラザクリプトン

061 山形県 80名 山形ビッグウイング

071 福島県 120名 郡山ユラックス熱海

081 茨城県 70名 茨城県産業会館

091 栃木県 60名 栃木県ガス会館

101 群馬県 未定 未定

121 千葉県 100名 ガス石油会館

131 東京都 100名 東京セミナー学院

141 神奈川県 90名 中小企業共済会館

151 新潟県 60名 燕三条地場産センターメッセピア

161 富山県 60名 未定

171 石川県 70名 石川県地場産業振興センター 本館

181 福井県 50名 （一社）福井県LPガス協会

201 長野県 120名 松本商工会館 601-603

211 岐阜県 100名 岐阜県ｴﾙ･ﾋﾟｰ･ｼﾞｰ会館

221 静岡県 160名 静岡商工会議所5階 大ホール

231 愛知県 160名 名古屋国際会議場

241 三重県 48名 三重県エルピーガス会館

251 滋賀県 未定 未定

261 京都府 50名 京都経済センター

271 大阪府 70名 エルおおさか

281 兵庫県 80名 兵庫県中央労働センター

291 奈良県 30名 奈良県エルピーガス会館

311 鳥取県 40名 未定

321 島根県 50名 松江テルサ

331 岡山県 80名 岡山商工会議所

341 広島県 88名 広島県LPガス会館

351 山口県 未定 未定

361 徳島県 32名 徳島県JA会館

371 香川県 48名 サン・イレブン高松

381 愛媛県 50名 えひめ共済会館

391 高知県 30名 高知城ホール

401 福岡県 85名 福岡県教育会館

411 佐賀県 83名 佐賀県教育会館

421 長崎県 50名 長崎県勤労福祉会館

431 熊本県 60名 メルパルク熊本

441 大分県 35名 大分県LPガス会館

451 宮崎県 60名 宮崎県エルピーガス会館

461 鹿児島県 56名 鹿児島県プロパンガス会館

471 沖縄県 40名 沖縄産業支援センター

5月25日（木）

～6月15日（木）
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業務主任者の代理者講習 検定試験日 令和5年7月7日（金）

コード 会場 オンライン講習期間 定員 検定会場

011 北海道 30名 （一社）北海道LPガス協会

012 北海道 20名 サンリフレ函館

013 北海道 30名 旭川市市民文化会館

014 北海道 10名 釧路工業技術センター

021 青森県 8名 青森市はまなす会館

041 宮城県 10名 ショーケー本館ビル

051 秋田県 10名 プラザクリプトン

061 山形県 3名 山形ビッグウイング

071 福島県 10名 郡山ユラックス熱海

5月29日（月）

～6月19日（月）

コード 会場 オンライン講習期間 定員 検定会場

051 秋田県 50名 プラザクリプトン

061 山形県 90名 山形ビッグウイング

071 福島県 110名 郡山ユラックス熱海

081 茨城県 55名 茨城県産業会館

091 栃木県 50名 栃木県ガス会館

101 群馬県 未定 未定

111 埼玉県 104名 ときわ会館

121 千葉県 80名 ガス石油会館

131 東京都 80名 東京セミナー学院

141 神奈川県 90名 中小企業共済会館

151 新潟県 70名 燕三条地場産センターメッセピア

161 富山県 50名 富山地鉄ビル

171 石川県 65名 石川県地場産業振興センター 本館

181 福井県 50名 （一社）福井県LPガス協会

191 山梨県 35名 農協会館

201 長野県 120名 松本商工会館 601-603

211 岐阜県 80名 岐阜県ｴﾙ･ﾋﾟｰ･ｼﾞｰ会館

221 静岡県 140名 静岡商工会議所5階 大ホール

231 愛知県 158名 名古屋国際会議場

241 三重県 42名 三重県エルピーガス会館

251 滋賀県 未定 未定

261 京都府 50名 京都経済センター

271 大阪府 90名 エルおおさか

281 兵庫県 90名 兵庫県中央労働センター

291 奈良県 20名 奈良県エルピーガス会館

301 和歌山県 40名 プラザホープ

311 鳥取県 35名 未定

321 島根県 40名 松江テルサ

331 岡山県 90名 岡山商工会議所

341 広島県 78名 広島県LPガス会館

351 山口県 未定 未定

361 徳島県 29名 徳島県JA会館

371 香川県 45名 サン・イレブン高松

381 愛媛県 50名 ウェルピア伊予

391 高知県 40名 高知城ホール

401 福岡県 85名 福岡県教育会館

411 佐賀県 83名 佐賀県教育会館

421 長崎県 50名 長崎県勤労福祉会館

431 熊本県 100名 メルパルク熊本

441 大分県 40名 大分商工会議所

451 宮崎県 55名 宮崎県エルピーガス会館

461 鹿児島県 64名 鹿児島県プロパンガス会館

471 沖縄県 110名 沖縄産業支援センター

5月29日（月）

～6月19日（月）
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一般高圧

ガス
LPガス 冷凍

● 高圧ガス保安協会北海道支部 011-272-5220 www.khk.or.jp/
● (一社)北海道ＬＰガス協会 011-812-6411 hokkaidolpg.or.jp/

● (一社)北海道冷凍設備保安協会 011-231-1581 -

● ● (一社)青森県エルピーガス協会 017-775-2731 www.aolpg.or.jp/
● 青森県冷凍設備保安協会 017-776-2613 -

● (一社)岩手県高圧ガス保安協会 019-623-6471 www.iwatelpg.com/
● 岩手県冷凍設備保安協会 019-625-2083 -

● 高圧ガス保安協会東北支部 022-268-7501 www.khk.or.jp/
● (一社)宮城県ＬＰガス協会 022-262-0321 www.miyagi-lpg.or.jp/

● 宮城県冷凍設備保安協会 022-222-7275 -

ホームページ希望受検地
実施事務所

（テキスト販売事務所）

岩手県 031

宮城県 041

青森県 021

コード

販売テキストの種別

電話番号

北海道 011

移動監視者講習 検定試験日 令和5年5月26日（金）

コード 会場 オンライン講習期間 定員 検定会場

011 北海道 48名 北農健保会館

121 千葉県 100名 千葉県ガス石油会館5階

131 東京都 180名 タワーホール船堀

151 新潟県 80名 未定

271 大阪府 150名 天満研修センター

4月12日（水）

～5月10日（水）

コード 会場 オンライン講習期間 定員 検定会場

081 茨城県 15名 茨城県産業会館

091 栃木県 10名 栃木県ガス会館

101 群馬県 未定 未定

121 千葉県 20名 ガス石油会館

131 東京都 20名 東京セミナー学院

151 新潟県 5名 燕三条地場産センターメッセピア

161 富山県 10名 富山地鉄ビル

171 石川県 5名 石川県地場産業振興センター 本館

191 山梨県 5名 農協会館

211 岐阜県 20名 岐阜県ｴﾙ･ﾋﾟｰ･ｼﾞｰ会館

221 静岡県 20名 静岡商工会議所5階 大ホール

231 愛知県 10名 名古屋国際会議場

241 三重県 6名 三重県エルピーガス会館

251 滋賀県 未定 未定

271 大阪府 10名 エルおおさか

291 奈良県 10名 奈良県エルピーガス会館

301 和歌山県 10名 プラザホープ

311 鳥取県 5名 未定

321 島根県 10名 松江テルサ

331 岡山県 10名 岡山商工会議所

341 広島県 10名 広島県LPガス会館

351 山口県 未定 未定

361 徳島県 3名 徳島県JA会館

371 香川県 3名 サン・イレブン高松

381 愛媛県 5名 ウェルピア伊予

391 高知県 5名 高知城ホール

441 大分県 10名 大分商工会議所

451 宮崎県 5名 宮崎県エルピーガス会館

461 鹿児島県 8名 鹿児島県プロパンガス会館

5月29日（月）

～6月19日（月）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜別表２＞実施事務所一覧 

講習テキストの購⼊については、各実施事務所にお問合せください。 
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一般高圧

ガス
LPガス 冷凍

秋田県 051 ● (一社)秋田県ＬＰガス協会 018-862-4918 www.akitalpg.or.jp/
● (一社)山形県ＬＰガス協会 023-623-8364 yamagatalpg.jp/

● 山形県冷凍協会 023-658-3330 -

● (一社)福島県ＬＰガス協会 024-593-2161 www.fukushimalpg.or.jp/
● 福島県冷凍設備保安協会 024-944-1655 -

● ● (一社)茨城県高圧ガス保安協会 029-225-3261 www.ibakhk.or.jp/
● 茨城県冷凍設備保安協会 029-221-2835 -

● ● (一社)栃木県ＬＰガス協会 028-689-5200 www.tochigilpg.or.jp/
● (一社)栃木県冷凍空調工業会 028-658-7756 -

● (一社)群馬県ＬＰガス協会 027-255-6121 www.gunma-lpg.jp/

● 群馬県冷凍設備保安協会 027-210-6677 -

● ● (一社)埼玉県ＬＰガス協会 048-823-2020 saitamalpg.or.jp/

● 埼玉県冷凍設備保安協会 048-833-1870 s-reihokyo.jp/
● (一社)千葉県高圧ガス保安協会 043-246-0027 www.c-khk.or.jp/

● (公社)千葉県ＬＰガス協会 043-246-1725 www.chibalpg.or.jp/

● (一社)千葉県冷凍設備保安協会 043-227-7375 www.c-reiho.jp/
● 高圧ガス保安協会 03-3436-6102 www.khk.or.jp/

● (一社)東京都ＬＰガス協会 03-5362-3881 www.tokyolpg.or.jp/
1･2冷 (公社)日本冷凍空調学会 03-5623-3223 www.jsrae.or.jp/
3冷 (公社)東京都高圧ガス保安協会 03-3830-0252 www.tokyo-khk.or.jp/

● (公社)神奈川県ＬＰガス協会 045-201-1400 www.kanagawalpg.or.jp/
● ● (一社)神奈川県高圧ガス保安協会 045-228-0366 www.kana-hpga.or.jp/

● (一社)新潟県高圧ガス保安協会 025-244-3784 www.niigata-khk.com/
● (一社)新潟県ＬＰガス協会 025-267-3171 ngt-lpg.or.jp/

● 新潟県冷凍空調設備保安協会 025-243-3808 -

● 富山県高圧ガス安全協会 076-444-4588 www6.nsk.ne.jp/toyama-kak/

● (一社)富山県エルピーガス協会 076-441-6993 www.toyamalp.jp/

● 富山県冷凍設備保安協会 0766-50-9133 -

石川県 171 ● (一社)石川県エルピーガス協会 076-254-0634 ishikawa-lpg.jp/
● (一社)福井県ＬＰガス協会 0776-34-3930 www.fukui-lpg.jp/

● 福井県冷凍設備保安協会 0776-22-4117 -
山梨県 191 ● (一社)山梨県ＬＰガス協会 055-228-4171 ylpgas.jp/

● (一社)長野県ＬＰガス協会 026-229-8734 naganolp.or.jp/
● 長野県冷凍空調保安協会 026-217-5613 -

● (一社)岐阜県ＬＰガス協会 058-274-7131 www.gifulpg.or.jp/

● 岐阜県冷凍設備保安協会 058-272-0265 -

● (一社)静岡県高圧ガス保安協会 054-254-7891 www.shizuoka-khk.or.jp/

● (一社)静岡県ＬＰガス協会 054-255-2451 www.shizuokalpg.or.jp/
● (一財)静岡県環境・産業保安機講 054-260-4161 -

高圧ガス保安協会中部支部 052-221-8730 www.khk.or.jp/

● 愛知県高圧ガス安全協会 052-485-6619 ankyo-aichi.jp/
● (一社)愛知県ＬＰガス協会 052-261-2896 www.aichilpg.or.jp/

● 愛知県冷凍設備保安協会 052-323-8835 aichi-reito.com/
● 三重県高圧ガス安全協会 059-346-1009 ankyo-mie.jp/

● (一社)三重県ＬＰガス協会 059-227-6238 www.mielpg.or.jp/

● 三重県冷凍設備保安協会 059-228-2284 -

滋賀県 251 ● 滋賀県高圧ガス保安協会 077-526-4718 shiga-hoan.com/

京都府 261 ● (一社)京都府ＬＰガス協会 075-314-6517 www.kyotolpg.or.jp/
● 高圧ガス保安協会近畿支部 06-6312-4052 www.khk.or.jp/

● (一社)大阪府ＬＰガス協会 06-6264-7888 www.osakalpg.or.jp/

● (一社)近畿冷凍空調工業会 06-6233-3201 www.kinreiko.com/
● (一社)兵庫県高圧ガス保安協会 078-341-7348 hyogo-hpgas.or.jp/

● (一社)兵庫県ＬＰガス協会 078-361-8064 www.hyogolpg.or.jp/
奈良県 291 ● (一社)奈良県ＬＰガス協会 0742-33-7192 www.naralpg.jp/

和歌山県 301 ● (一社)和歌山県ＬＰガス協会 073-475-4740 www.wakayamalpg.or.jp/

鳥取県 311 ● (一社)鳥取県ＬＰガス協会 0857-22-3319 www.tottorilpg.jp/
島根県 321 ● (一社)島根県ＬＰガス協会 0852-21-9716 shimalpg.jp/

● (一社)岡山県ＬＰガス協会 086-225-1636 okalpgas.jp/
● 岡山県冷凍設備保安協会 086-234-4811 -

● 高圧ガス保安協会中国支部 082-243-8016 www.khk.or.jp/

● (一社)広島県ＬＰガス協会 082-275-1804 www.hiroshima-lpg.jp/
● 広島県冷凍設備保安協会 082-228-1370 -

● (一社)山口県ＬＰガス協会 083-925-6361 y-lpgas.jp/
● 山口県高圧ガス保安協会 083-974-5380 -

徳島県 361 ● (一社)徳島県エルピーガス協会 088-665-7705 www.tokushimalpg.or.jp/

● 高圧ガス保安協会四国支部 087-851-7161 www.khk.or.jp/
● (一社)香川県ＬＰガス協会 087-821-4401 www.kagawalp.sakura.ne.jp/

● 香川県冷凍設備保安協会 087-882-8811 -

● ● 愛媛県高圧ガス保安協会 089-941-7021 www.ehimekhk.jp/
● (一社)愛媛県ＬＰガス協会 089-947-4744 www.ehime-lpg.or.jp/

山形県 061

希望受検地 コード

福島県 071

茨城県 081

栃木県 091

群馬県 101

埼玉県 111

千葉県 121

東京都 131

神奈川県 141

新潟県 151

富山県 161

福井県 181

長野県 201

兵庫県 281

岐阜県 211

静岡県 221

愛知県 231

三重県 241

大阪府 271

岡山県 331

広島県 341

山口県 351

香川県 371

愛媛県 381

販売テキストの種別
実施事務所

（テキスト販売事務所）
電話番号 ホームページ 
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一般高圧

ガス
LPガス 冷凍

高知県 391 ● (一社)高知県ＬＰガス協会 088-805-1622 www.kochilpg.jp/

● 高圧ガス保安協会九州支部 092-411-8308 www.khk.or.jp/
● (一社)福岡県ＬＰガス協会 092-476-3838 www.f-lpg.com/

● 福岡県冷凍設備保安協会 092-281-0932 fukuhokyou.com/

● (一社)佐賀県ＬＰガス協会 0952-20-0331 www.sagalpg.com/
● 佐賀県冷凍設備保安協会 0952-23-5046 -

● (一社)長崎県ＬＰガス協会 095-824-3770 www.lpg-n.or.jp/
● 長崎県冷凍設備保安協会 095-850-8501 -

熊本県 431 ● (一社)熊本県ＬＰガス協会 096-381-3131 www.kumalpg.or.jp/
● ● (一社)大分県高圧ガス保安協会 097-534-0733 www.khk.or.jp/

● (一社)大分県ＬＰガス協会 097-558-5483 www.oitalpg.or.jp/

宮崎県 451 ● ● (一社)宮崎県ＬＰガス協会 0985-52-1122 www.miyazakilpg.or.jp/
● (一社)鹿児島県ＬＰガス協会 099-250-2535 www.kglpg.or.jp/

● 鹿児島県冷凍設備保安協会 099-222-7069 -

沖縄県 471 ● ● ● (一社)沖縄県高圧ガス保安協会 098-858-9562 www.okinawakhk.or.jp

福岡県 401

希望受検地 コード

鹿児島県 461

佐賀県 411

長崎県 421

大分県 441

ホームページ

販売テキストの種別
実施事務所

（テキスト販売事務所）
電話番号

講習の種類 一部免除申請の区分
区分

コード
免除が受けられる条件

甲種化学 法令免除 1 甲種機械の国家試験合格者

甲種機械 法令免除 1 甲種化学の国家試験合格者

法令免除 1 甲種機械又は乙種機械の国家試験合格者

保安管理技術・学識免除 5 ※１

全講習免除 8 区分コード１と５に該当する方

法令免除 1 甲種化学又は乙種化学の国家試験合格者

保安管理技術・学識免除 5 ※１

全講習免除 8 区分コード１と５に該当する方

丙種化学（特別） 保安管理技術・学識免除 5 ※１又は※２

丙種化学（液石） 保安管理技術・学識免除 5 ※１

高圧ガス保安法令免除 ※4 2 丙種化学特別試験科目の国家試験合格者

液化石油ガス法令免除 ※3 ※4 3 液化石油ガス設備士免状交付者

高圧ガス保安法令・液化石油ガ

ス法令免除
4

丙種化学特別試験科目の国家試験合格者で液化石油ガ

ス設備士免状交付者

●第二種販売講習について、甲種化学・甲種機械・乙種化学・乙種機械・丙種化学（液石）（昭和51年2月22日以降の丙種

化学液石試験に合格した者に限る。）のいずれかの国家試験合格者又は免状交付者は、受講する必要はありません。国家試

験で法令【液石法】のみを受験申請のうえ、受験してください。受検申請の際には交付された免状が必要であり、講習修了

証では申請が認められません。

●「高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則第４条第２項及び第３項」により講習の一部免除

を希望する方は、免除欄に免除区分コードを⼊力してください。⼊力がない場合は全科目受講となります。免除区分コード

は、別表３をご覧ください。

※１ 労働安全衛生法第11条第１項の安全管理者に選任されて通算１年以上その職務に従事した方。

●※１又は※２に該当する方は、講習が免除されますが、検定試験（保安管理技術及び学識）は受検する必要があります。

乙種化学

乙種機械

第二種販売

※２ 労働安全衛生規則別表第１の第一種圧力容器取扱作業主任者に選任され通算して１年以上その職務に従事した方。

※３ 液化石油ガス法令とは、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」です。

※４ 保安法と液石法を分割しないで法令講習を実施する場合には、一部免除はできません。この場合には、すべての講習

を受講してください。

●一部免除を申請された方は、後日、免除申請に該当する免状等の写しをファックス送信していただきます。

 

 

 

 

 
 
 
 
 
＜別表３＞講習の一部免除申請の区分 
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お申し込みから受講完了までの流れ（概略） （別添）

法人IDを持っている 法人IDを持っていない

　振込未了

振込完了

　変更 　取消

　講習未了

　講習完了

個人申込 法人申込 期間Ⓐ 期間Ⓑ

インターネット受付専用ページにアクセス

メールアドレス事前登録

本申込の⼊力

申込内容確認メールが届く（必ずご確認ください）

法人IDを準備 法人登録（ID取得）

法人登録完了メールが届く

個人申込：自動取消

法人申込：債務発生

本申込の⼊力

（web方式／ファイルアップロード方式）

⼊⾦確認メールが届く

【受講準備】

●テキストの購⼊等 ●一部免除申請（対象者のみ）

開講前の案内メールが届く（※受講者本人宛）

開講通知メールが届く（URL,ログインID,パスワード等）（※受講者本人宛）

変更・取消申請

【検定試験】

受講料のお振込

申込期間

2/14

9:30～

3/6

17:00

入金期限

個人 3/8

法人 3/22

開講1～2週間前頃（2ページ参照）

開講前々日

講習毎の受講期間を

ご確認ください

⼊⾦から2~3営業日

変更取消期限

3/9 15時迄

免除申請期限

3/9 17時迄

【受検準備】

●「受講証明書 兼 受検票（PDF）」をダウンロードし印刷 ●写真の貼付

●検定の詳細（会場や時間等）をログインして確認
講習毎の日程をご確認のうえ

検定日までに準備

【合否通知を郵送で受取】

●個人申込：受講者本人宛 ●法人申込：法人の申込ご担当者宛

※合格の方は、合格通知が「講習修了証」となります

講習毎の日付をご確認ください

返⾦手続

【受講】

講習期間は、理由の如何を問

わず延長できず、検定試験を

受けることもできません。

事前にご確認ください（講習案内、オンライン講習の注意事項、動作/視聴環境） 申込前

事前登録完了メールが届く

申込期間

4/6

9:30～

4/26

17:00

入金期限

個人 4/28

法人 5/12

変更取消期限

5/1 15時迄

免除申請期限

5/1 17時迄
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受講者情報の取扱いについて 
 

高圧ガス保安協会（ＫＨＫ）は、講習の申込みをされた方のプライバシーを尊重します。 
 
◇ＫＨＫは、講習申込の際に氏名、生年月日、住所等の個人情報を収集します｡これらの情報はこの講習の受付・採点・

合否通知のために使用するほか、高圧ガスに関する資格、法定義務講習及び保安教育に関連した書籍等についての情

報提供にも使用することがあります。 

◇ＫＨＫは、上記の活動を行うため個人情報を適切に管理していると認められる外部の業者に収集した個人情報の取扱

いを委託することがあります。この場合、委託先ではＫＨＫの適切な監督の下に委託業務を実施するために個人情報

を使用します。 

◇ＫＨＫは、収集した個人情報を次のように使用することはありません。 

・申込者の個人情報を外部に意図的に公開・提供すること。 

・外部からの個人情報の公開・提供の依頼に対して本人の同意を得ずに提供すること。 

ただし、法令により開示しなければならない場合を除きます。 

◇ＫＨＫは、個人情報について適切な管理を行っています。 

◆講習に関する照会・質問先 

 

高圧ガス保安協会 試験・教育事業部門 

〒105-8447 東京都港区虎ノ門４－３―１３ ヒューリック神谷町ビル 

 

【電話】03-3436-6102 

受付時間 9:30～17:30（土日祝日を除く） 

 

音声案内に従ってご希望の番号を押してください 

①国家試験・免状発行  
②図書の購⼊  
③オンライン講習の操作 
④講習・その他 

 
【メール】edu@khk.or.jp 

 

FAX 03-3459-6613 URL https://www.khk.or.jp/ 

 

mailto:edu@khk.or.jp
https://www.khk.or.jp/

