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職業紹介責任者講習会実施日程書 

※開催者番号 

００２ 
        

申出者名(実施機関名) 一般社団法人日本人材紹介事業協会  
応募窓口：一般社団法人日本人材紹介事業協会(人材協)ホームページ(www.jesra.or.jp)の「紹介責任者講習のご案内」から直接お申

込みください。 
      インターネット環境のない方については、所定の「申込書」により03-5408-5420までFAXでお申込み下さい。 

なお、電話によるお申込みは受け付けておりません。 
問合せ先：一般社団法人 日本人材紹介事業協会 事務局   東京都港区芝公園 2-6-15 黒龍芝公園ビル西館2F    

 電話 03-5408-5454    講習担当 本田                                     

 

開催日時 
(新規・継続) 

※講習会 
 場番号 開 催 場 所 受講 

定員 
講 師 

（予定者） 
募集開始 
日  時 

募集締切 
日  時 受講料 

平成29年4月18日 
 
(新規9:45～17:15) 

(継続12:50～17:15) 

170418133 

アキバプラザ 

 
〒101-0022 
東京都千代田区神田練塀町 3 

100 

本田 卓夫  
 滝 清治 
 岸 健二  

平成29年2月上旬 
 

平成29年4月4日 
（但し、定員になり

次第締切ります） 

新規：13,400円 

(但し、会員10,300円） 

継続： 8,200円 

(但し、会員 5,100円) 

平成29年5月23日 
 
(新規9:45～17:15) 

(継続12:50～17:15) 

170523131 

アキバプラザ 

 

 

〒101-0022 

東京都千代田区神田練塀町 3  

100 

本田 卓夫 
 滝 清治 
岸 健二 

平成29年2月16日 
午前10:00より 

平成29年5月9日 
（但し、定員になり

次第締切ります) 

新規：13,400円 

(但し、会員 10,300円) 

継続：8,200円 

(但し、会員 5､100円) 
平成29年6月20日 
 
(新規9:45～17:15) 

(継続12:50～17:15) 

170620131 

アキバプラザ 

 
〒101-0022 

東京都千代田区神田練塀町 3 

100 

本田 卓夫 
 滝 清治 
 岸 健二  

平成29年3月16日 
午前10:00より 

平成29年6月6日 
（但し、定員になり

次第締切ります） 

新規：13,400円 

(但し、会員 10,300円) 

継続： 8,200円 

(但し、会員 5,100円) 
平成29年7月6日 

 

(新規 9:45～17:15) 

(継続12:50～17:15) 

170706011 

北海道経済センター 

 

〒060-8610 

札幌市中央区北1条西2丁目 

150 

本田 卓夫 
 滝 清治 
 岸 健二 

平成29年4月20日 

午前10:00より 

平成29年6月22日 
(但し、定員になり

次第締切ります) 

新規： 13,400円 
(但し、会員 10,300円) 
 

継続：8,200円 

(但し、会員 5,100円) 

平成29年7月19日 
 
(新規 9:45～17:15) 

(継続12:50～17:15) 

170719131 

アキバプラザ 
 
〒101-0022 

東京都千代田区神田練塀町 3 

100 

本田 卓夫 
 滝 清治 
 岸 健二 

平成29年4月20日 

午前10:00より 
平成29年7月5日 

(但し、定員になり

次第締切ります) 

新規： 13,400円 

(但し、会員 10,300円) 
 

継続： 8,200円 

(但し、会員 5,100円) 

平成29年7月26日 
 
(新規9:45～17:15) 

(継続12:50～17:15) 

170726041 

仙台商工会議所 

 

〒980-8414 

仙台市青葉区本町 2-16-12 

100 

本田 卓夫 
 滝 清治 
 岸 健二  

平成29年4月20日 
午前10:00より 

平成29年7月12日 
（但し、定員になり

次第締切ります） 

新規：13,400円 

(但し、会員 10,300円) 

継続： 8,200円 

(但し、会員 5,100円) 

平成29年8月3日 

 

(新規 9:45～17:15) 

(継続12:50～17:15) 

170803131 

アキバプラザ 

 

〒101-0022 

東京都千代田区神田練塀町 3 

40 

本田 卓夫 

 滝 清治 

 岸 健二 

平成29年5下旬 
午前10:00より  

平成29年7月20日 

（但し、定員になり

次第締切ります） 

新規：13,400円 

(但し、会員 10,300円) 

継続： 8,200円 

(但し、会員 5,100円) 

平成29年8月22日 
 
(新規9:45～17:15) 

(継続12:50～17:15) 

170822131 

アクセス渋谷フォーラム 

 
〒105-0022 

東京都渋谷区渋谷 2-15-1 

100 

本田 卓夫 
滝 清治 
岸  健二 

平成29年5月18日 
午前10:00より  

平成29年8月8日 
（但し、定員になり

次第締切ります） 

新規：13,400円 

(但し、会員 10,300円) 

継続： 8,200円 

(但し、会員 5,100円) 
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職業紹介責任者講習会実施日程書 

※開催者番号 
００２ 

 
申出者名(実施機関名) 一般社団法人日本人材紹介事業協会  

応募窓口：一般社団法人日本人材紹介事業協会(人材協)ホームページ(www.jesra.or.jp)の「紹介責任者講習のご案内」から直接お申込

みください。 
      インターネット環境のない方については、所定の「申込書」により03-5408-5420までFAXでお申込み下さい。 

なお、電話によるお申込みは受け付けておりません。 
問合せ先：一般社団法人 日本人材紹介事業協会 事務局    東京都港区芝公園2-6-15 黒龍芝公園ビル西館2F     

電話 03-5408-5454   講習担当 本田   

  

開催日時 
(新規・継続) 

※講習会 
 場番号 開 催 場 所 受講 

定員 
講 師 

（予定者） 
募集開始 
日  時 

募集締切 
日  時 受講料 

平成29年9月7日 
 
(新規9:45～17:15) 

(継続12:50～17:15) 

170907401 

天神ビル 

 

 

〒810-0001 

福岡市中央区天神 2-12-1 

150 

本田 卓夫 
 滝 清治 
 岸 健二  

平成29年6月15日 
午前10:00より 

平成29年8月24日 
（但し、定員になり

次第締切ります） 

新規：13,400円 

(但し、会員 10,300円) 

継続： 8,200円 

(但し、会員 5,100円) 
平成29年9月14日 
 
(新規9:45～17:15) 

(継続12:50～17:15) 

170914233 

愛知県産業労働センター 

 
〒450-0002 
名古屋市中村区名駅 4-4-38 

100 

本田 卓夫 
 滝 清治 
 岸 健二 

平成29年6月15日 
午前10:00より 

平成29年8月31日 
（但し、定員になり

次第締切ります） 

新規：13,400円 

(但し、会員10,300円） 

継続： 8,200円 

(但し、会員 5,100円) 

平成29年9月20日 
 
(新規 9:45～17:15) 
(継続 12:50～17:15) 

170920131 

アキバプラザ 
 
〒101-0022 

東京都千代田区神田練塀町3 

100 

本田 卓夫 
 滝 清治 
 岸 健二 

平成29年6月15日 

午前 10:00より 
平成29年9月6日 

(但し、定員になり

次第締切ります) 

新規： 13,400円 

(但し、会員 10,300円) 
 

継続： 8,200円 

(但し、会員 5,100円) 

平成29年9月29日 

 

(新規 9:45～17:15) 

(継続 12:50～17:15) 

170929271 

ヴィアーレ大阪 
 
〒541-0052 

大阪市中央区安土町 3-1-3 

150 

本田 卓夫 
 滝 清治 
 岸 健二 
 

平成29年6月15日 

午前10:00より 

平成29年9月15日 

（但し、定員になり

次第締切ります） 

新規： 13,400円 

(但し、会員10,300円) 

 

継続： 8,200円 

(但し、会員5,100円) 

平成29年10月3日 

 

(新規 9:45～17:15) 

(継続12:50～17:15) 

171003131 

アキバプラザ 
 
〒101-0022 

東京都千代田区神田練塀町3 

100 

本田 卓夫 

 滝 清治 

 岸 健二 

平成29年7月20日 

午前10:00より  

 

平成29年9月19日 

（但し、定員になり

次第締切ります） 

 

新規：13,400円 

(但し、会員 10,300円) 

継続： 8,200円 

(但し、会員 5,100円) 

平成29年10月25日 

 

(新規 9:45～17:15) 

(継続12:50～17:15) 

171025011 

北海道経済センター 

 

〒060-8610 

札幌市中央区北1条西2丁目 

130 

本田 卓夫 
 滝 清治 
 岸 健二 

平成29年7月20日 

午前10:00より 

平成29年10月11日 
(但し、定員になり

次第締切ります) 

新規： 13,400円 
(但し、会員 10,300円) 
 

継続：8,200円 

(但し、会員 5,100円) 

平成29年10月30日 

 

(新規 9:45～17:15) 

(継続12:50～17:15) 

171030131 

アキバプラザ 
 
〒101-0022 

東京都千代田区神田練塀町3 

40 

本田 卓夫 

 滝 清治 

 岸 健二 

平成29年7月20日 

午前10:00より  

 

平成29年10月16日 

（但し、定員になり

次第締切ります） 

 

新規：13,400円 

(但し、会員 10,300円) 

継続： 8,200円 

(但し、会員 5,100円) 

平成29年11月9日 

 

(新規 9:45～17:15) 

(継続12:50～17:15) 

171109131 

アキバプラザ 
 
〒101-0022 

東京都千代田区神田練塀町3 

100 

本田 卓夫 

 滝 清治 

 岸 健二 

平成29年8月17日 

午前10:00より  

 

平成29年10月26日 

（但し、定員になり

次第締切ります） 

 

新規：13,400円 

(但し、会員 10,300円) 

継続： 8,200円 

(但し、会員 5,100円) 
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職業紹介責任者講習会実施日程書 

※開催者番号 
００２ 

 
申出者名(実施機関名) 一般社団法人日本人材紹介事業協会  

応募窓口：一般社団法人日本人材紹介事業協会(人材協)ホームページ(www.jesra.or.jp)の「紹介責任者講習のご案内」から直接お申込

みください。 
      インターネット環境のない方については、所定の「申込書」により03-5408-5420までFAXでお申込み下さい。 

なお、電話によるお申込みは受け付けておりません。 
問合せ先：一般社団法人 日本人材紹介事業協会 事務局    東京都港区芝公園2-6-15 黒龍芝公園ビル西館2F     

電話 03-5408-5454   講習担当 本田  

開催日時 
(新規・継続) 

※講習会 
 場番号 開 催 場 所 受講 

定員 
講 師 

（予定者） 
募集開始 
日  時 

募集締切 
日  時 受講料 

平成29年11月22日 

 

(新規 9:45～17:15) 

(継続12:50～17:15) 

171122131 

アキバプラザ 
 
〒101-0022 

東京都千代田区神田練塀町3 

100 

本田 卓夫 

 滝 清治 

 岸 健二 

平成29年8月17日 

午前10:00より  

 

平成29年11月8日 

（但し、定員になり

次第締切ります） 

 

新規：13,400円 

(但し、会員 10,300円) 

継続： 8,200円 

(但し、会員 5,100円) 

平成29年12月7日 

 

(新規 9:45～17:15) 

(継続12:50～17:15) 

171207131 

アキバプラザ 
 
〒101-0022 

東京都千代田区神田練塀町3 

100 

本田 卓夫 

 滝 清治 

 岸 健二 

平成29年9月21日 

午前10:00より  

 

平成29年11月22日 

（但し、定員になり

次第締切ります） 

 

新規：13,400円 

(但し、会員 10,300円) 

継続： 8,200円 

(但し、会員 5,100円) 

平成29年12月15日 

 

(新規 9:45～17:15) 

(継続12:50～17:15) 

171215132 

ＡＰ浜松町  
  
〒105-0011 
 東京都港区芝公園2-4-1 

100 

本田 卓夫 

 滝 清治 

 岸 健二 

平成29年9月21日 

午前10:00より  

 

平成29年12月5日 

（但し、定員になり

次第締切ります） 

 

新規：13,400円 

(但し、会員 10,300円) 

継続： 8,200円 

(但し、会員 5,100円) 

平成29年12月19日 

 

(新規 9:45～17:15) 

(継続12:50～17:15) 

171219131 

アキバプラザ 
 
〒101-0022 

東京都千代田区神田練塀町3 

40 

本田 卓夫 

 滝 清治 

 岸 健二 

平成29年9月21日 

午前10:00より  

 

平成29年12月5日 

（但し、定員になり

次第締切ります） 

 

新規：13,400円 

(但し、会員 10,300円) 

継続： 8,200円 

(但し、会員 5,100円) 

平成30年1月18日 

 

(新規、継続共に 

 9:45～17:15) 

180118131 

アキバプラザ 
 
〒101-0022 

東京都千代田区神田練塀町3 

100 

本田 卓夫 

 滝 清治 

 岸 健二 

平成29年10月19日 

午前10:00より  

 

平成30年1月5日 

（但し、定員になり

次第締切ります） 

 

新規：13,400円 

(但し、会員 10,300円) 

継続： 10,700円 

(但し、会員 8,200円) 

平成30年2月8日 

 

(新規、継続共に 

 9:45～17:15) 

180208271 

ヴィアーレ大阪 

 

〒541-0052 

大阪市中央区安土町 3-1-3 

150 

本田 卓夫 

 滝 清治 

 岸 健二 

 

平成29年11月16日 

午前10:00より 

 

平成30年1月25日 

（但し、定員になり

次第締切ります） 

 

新規： 13,400円 

(但し、会員10,300円) 

 

継続： 10,700円 

(但し、会員8,200円) 

平成30年2月14日 

 

(新規、継続共に 

 9:45～17:15) 

180214131 

アキバプラザ 
 
〒101-0022 

東京都千代田区神田練塀町3 

100 

本田 卓夫 

 滝 清治 

 岸 健二 

平成29年11月16日 

午前10:00より 

 

平成30年1月31日 

（但し、定員になり

次第締切ります） 

 

新規：13,400円 

(但し、会員 10,300円) 

継続： 10,700円 

(但し、会員 8,200円) 

平成30年2月22日 
 
(新規、継続共に 

 9:45～17:15) 

180222231 

愛知県産業労働センター 

 
〒450-0002 
名古屋市中村区名駅 4-4-38 

100 

本田 卓夫 
 滝 清治 
 岸 健二 

平成29年11月16日 

午前10:00より 

 

平成30年2月7日 

（但し、定員になり

次第締切ります） 

 

新規： 13,400円 

(但し、会員10,300円) 

 

継続： 10,700円 

(但し、会員8,200円) 
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職業紹介責任者講習会実施日程書 

※開催者番号 
００２ 

 
申出者名(実施機関名) 一般社団法人日本人材紹介事業協会  

応募窓口：一般社団法人日本人材紹介事業協会(人材協)ホームページ(www.jesra.or.jp)の「紹介責任者講習のご案内」から直接お申込

みください。 
      インターネット環境のない方については、所定の「申込書」により03-5408-5420までFAXでお申込み下さい。 

なお、電話によるお申込みは受け付けておりません。 
問合せ先：一般社団法人 日本人材紹介事業協会 事務局    東京都港区芝公園2-6-15 黒龍芝公園ビル西館2F     

 
 
 

開催日時 
(新規・継続) 

※講習会 
 場番号 開 催 場 所 受講 

定員 
講 師 

（予定者） 
募集開始 
日  時 

募集締切 
日  時 受講料 

平成30年2月27日 
 
(新規、継続共に 

 9:45～17:15) 

180227401 

天神ビル 

 

 

〒810-0001 

福岡市中央区天神 2-12-1 

150 

本田 卓夫 
 滝 清治 
 岸 健二  

平成29年11月16日 

午前10:00より 

 

平成30年2月13日 

（但し、定員になり

次第締切ります） 

 

新規： 13,400円 

(但し、会員10,300円) 

 

継続： 10,700円 

(但し、会員8,200円) 

平成30年3月7日 

 

(新規、継続共に 

 9:45～17:15) 

180307131 

アキバプラザ 
 
〒101-0022 

東京都千代田区神田練塀町3 

100 

本田 卓夫 

 滝 清治 

 岸 健二 

平成29年12月21日 

午前10:00より  

 

平成30年2月21日 

（但し、定員になり

次第締切ります） 

 

新規：13,400円 

(但し、会員 10,300円) 

継続： 10,700円 

(但し、会員 8,200円) 

平成30年3月20日 

 

(新規、継続共に 

 9:45～17:15) 

180320131 

アキバプラザ 
 
〒101-0022 

東京都千代田区神田練塀町3 

100 

本田 卓夫 

 滝 清治 

 岸 健二 

平成29年12月21日 

午前10:00より  

 

平成30年3月6日 

（但し、定員になり

次第締切ります） 

 

新規：13,400円 

(但し、会員 10,300円) 

継続： 10,700円 

(但し、会員 8,200円) 


