
　　　　技能検定学科試験問題解説集・試験問題集購入申込書

 1・2級技能検定試験問題集
集　 別 注文数 図 書 名 価 格

第３０２集 問題集2　仕上げ 　　　　　　　(平成20～22年度) 2,160

第３０４集 問題集4　工場板金 　　　　　(平成20～22年度) 2,484

第３０７集 問題集7　表装 　　　　　　　　　(平成20～22年度) 1,836

第３０８集
問題集8 　冷凍空気調和機器施工・熱絶縁施工
(H20～22年度)

2,160

第３１０集 問題集10　農業機械整備　　(平成20～22年度) 1,620

第３１２集 問題集12　造園／建築大工／型枠施工（平成22・23年度）2,160

 1・2級学科試験問題解説集 第３１７集 問題集17　鉄工　　　　　　　　（平成22・23年度） 1,728

集　 別 注文数 図 書 名 価 格 第３１８集 問題集18　防水施工 　　　　（平成22～24年度） 2,700

第 ４ 集 金属熱処理 2,376 第３１９集 問題集19　内装仕上げ施工 （平成22～24年度） 2,160

第 ７ 集 切削工具研削／ 放電加工 2,705 第３２０集 問題集20　めっき/ダイカスト（平成22～24年度） 2,160

第 １１集 建築図面製作／ テクニカルイラストレーション2,160 第３２１集 問題集21　機械保全 　　　　　（平成22～24年度） 2,160

第 １８集 建設機械整備 1,620 第３２２集 問題集22　半導体製品製造　（平成22～24年度） 1,728

第３２３集 問題集23　鉄筋施工 　　　　（平成22～24年度） 1,620

集 　別 注文数 図 書 名 価 格 第３２４集 問題集24　金属熱処理 　　　（平成23～25年度） 2,700

第９０２集 No.2　配管 3,240 第３２５集 問題集25　仕上げ 　　　　　　（平成23～25年度） 2,160

第９０３集 No.3　塗装  3,240 第３２７集
問題集27　冷凍空気調和機器施工／熱絶縁施工
（H23～25年度）

2,160

第９０４集 No.4　型枠施工 1,620 第３２８集 問題集28　油圧装置調整 　　（平成23～25年度） 1,944

第９０５集 No.5　鉄筋施工 2,160 第３２９集 問題集29　空気圧装置組立て（平成23～25年度） 1,728

第９０７集 No.7　内装仕上げ施工 3,780 第３３０集 問題集30　建設機械整備　　（平成24～26年度） 2,052

第９０８集 No.8　冷凍空気調和機器施工／ 熱絶縁施工2,700 第３３１集 問題集31　機械・プラント製図（平成24～26年度） 1,944

第９０９集 No.9　仕上げ 2,700 第３３２集 問題集32　機械検査　　　　　（平成24～26年度） 1,944

第９１０集 No.10　機械・プラント製図 2,376 第３３３集 問題集33　塗装　　　　　　　　（平成24～26年度） 2,808

第９１１集 No.11　機械検査 2,160 第３３４集 問題集34　電子機器組立て（平成24～26年度） 1,944

第９１２集 No.12　機械加工 3,240 第３３５集 問題集35　電気機器組立て（平成24～26年度） 2,484

第９１３集 No.13　造園 2,160 第３３６集 問題集36　配管　　　　　　　　（平成25～27年度） 1,836

第９１４集 No.14　金属プレス加工 2,160 第３３７集 問題集37　金属プレス　　　　（平成26～28年度） 1,944

第９１５集 No.15　金属材料試験 2,808 第３３８集 問題集38　プラスチック成形　（平成26～28年度） 2,052

第９１６集 No.16　鉄工 3,240 第３３９集 問題集39　建築板金　　　　　（平成26～28年度） 2,052

第９１７集 No.17　建築板金 2,808 第３４０集 問題集40　造園　　　　　　　　（平成26～28年度） 1,620

第９１８集 No.18　工場板金 3,240 第３４１集 問題集41　左官　　　　　　　　（平成26～28年度） 1,620

第９１９集 No.19　めっき／ ダイカスト 3,240 第３４２集 問題集42　とび　　　　　　　　（平成26～28年度） 1,620

第９２１集 No.21　電子機器組立て 1,944 第３４３集 問題集43　金属熱処理　　　（平成26～28年度） 3,024

第９２２集 No.22　電気機器組立て 3,240 第３４４集 問題集44　仕上げ　　　　　　（平成26～28年度） 2,376

第９２３集 No.23　電気製図 1,944 第３４５集 問題集45　機械加工　　　　　（平成26～28年度） 3,456

第９２４集 No.24　油圧装置調整 1,728 第３４６集 問題集46　防水施工　　　　（平成26～28年度） 2,808

第９３０集 No.30　建具製作 2,160 第３４７集
問題集47　熱絶縁施工／冷凍空気調和機器施工
（平成26～28年度）

2,376

第９３１集 No.31　左官／タイル張り 2,700 第３４８集 問題集48　半導体製品製造（平成26～28年度） 1,944

第９３２集 No.32　建築大工／畳製作 2,808 第３４９集 問題集49　建築大工　　　　（平成26～28年度） 1,728

第９３３集 No.33　防水施工（前期実施） 3,024 第３５０集 問題集50　かわらぶき　　　（平成26～28年度） 1,728

第９３４集 No.34　防水施工（後期実施） 3,456 第３５１集 問題集51　型枠施工　　　　（平成26～28年度） 1,836

第９３５集 No.35　とび　かわらぶき 2,700 第３５２集 問題集52　鉄筋施工　　　　（平成26～28年度） 1,728

第９３６集 No.36　サッシ施工／ガラス施工 2,916 第３５３集 問題集53　油圧装置調整　（平成26～28年度） 2,052

第９３７集 No.37　プラスティック成形 3,024 第３５４集 問題集54　空気圧装置組立て（平成26～28年度） 1,944

　特級学科試験問題解説集
集 　別 注文数 図 書 名 価 格

 第１０１集 機械加工／ 仕上げ／ プラスチック成形 3,240 お支払い金額　合計　　　　　　　　　　 　　　　円　

 　  注文数(冊）  　合計　　　　 　　　  　　　   　　　 冊　　　

氏名又は 御社名

担当者名

住所 〒

電話番号 （ＦＡＸ ）

お支払い方法 銀行振込 代金引換（※来所に限ります）

※振込の場合、ご入金確認後の発送となります。

※振込先は、ご注文を確認させていただいた後にお知らせいたします。

※来所の場合、現金でのお支払いでもかまいません。

ＦＡＸ送信先 京都府職業能力開発協会

ＦＡＸ 075-642-5085 問合わせ先 075-642-5075

お届け方法 送達 来所

ご注文日 平成 年 月 日

※郵送の場合、送料は実費でお願いしています。（着払い）

京都府：約570円（ゆうパック）※府外の場合は、割増になります。



　　　　技能検定学科試験問題解説集・試験問題集購入申込書

  氏名 又は 貴社名
　　　　　　　　　　　ご注文日　平成      年　　　 　月　　　 　日

　ご担当者名 ＦＡＸ送信先

  ご住所　 　〒  京都府職業能力開発協会

   ＦＡＸ番号 　  075-642-5085

  電話（FAX）番号 TEL 　　　　　　　　　 　　 （ＦＡＸ  　　　          　　）
   問合わせ先   075-642-5075

お支払い方
法    □　銀行振込　　□　代金引換（※来所に限ります）

   （※振込の場合、ご入金確認後の発送となります。）

お届け方法    □ 送達　　　　　□ 来所

参考図書
集 別 注文数 図 書 名 価 格

 第４５１集 安全衛生 1,080

 第４５４集 建築塗装法 1,944

 第４５５集 木工塗装法 2,052

 第４５６集 金属塗装法 1,944

 第４５７集 塗料 2,808

 第４５８集 金型工作法 2,376

 第４５９集 木工製品設計 2,376

 第４６０集 木造建築の基礎用語 1,404

 注文数(冊）　合計　　　　　　　　　　 　　　　　 冊　　　

 お支払い金額　合計　　　　　　　　　　　　　　円　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※振込先は、ご注文を確認させていただいた後にお知らせいたします。

※来所の場合は、本代を現金でお支払い頂いてもかまいません。

　（現金でお支払いいただく際は、おつりがないようにお願いいたします。）

・書籍は取寄せになりますので、まずＦＡＸ等で申込書を協会宛てに送信してください。

・問題集は注文をお伺いしてから取寄せになります。※郵送の場合、送料は実費でお願いしています。
      送料(着払い)目安 ： 京都府の場合　約570円（ゆうパック）
　　　　　　　　　　　　　　　府外の場合は、表示金額より割り増しになりま
す。


