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自動車リサイクル士制度新規認定講習会のご案内 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼

申し上げます。 

 この度、日本自動車リサイクル機構は「自動車リサイクル士制度新規認定講習会」を開催する

ことといたしましたので、ご案内申し上げます。 

 この講習会は、自動車リサイクル事業に関わる管理者・実務者（自動車リサイクルシステム、

フロン類・エアバック類回収）の皆様に必須とされる適正処理や安全作業等の知識の習得だけで

はなく、新技術や業界動向についての情報も得ることができます。本講習会受講による従業員の

方のモチベーションアップなど、会社運営にもぜひお役立てくださいませ。 

 なお、この度の講習会は、新型コロナウイルス感染症の状況が長期化すると考え、感染の拡大

防止と受講者の皆さまの健康と安全を確保するため、テキストを使用しての講習はオンデマンド

配信にて受講者各自で受講、修了試験のみ全国８会場にて実施という形で開催することにいたし

ました。お申込みにつきましては、9 月 6 日（必着）までに申込手順に従って同封の受講申込書

へ必要事項をご記入いただき、必要書類を添付のうえ、送付先までご郵送いただきますようお願

い申し上げます。 

 また、一昨年度までは「引取・フロン工程」と「全工程」の２種類の資格をお選びいただけまし

たが、今年度は「全工程」のみの実施となりますのであらかじめご了承下さい。 

ご不明な点などございましたら、お手数をおかけいたしますが、以下のお問合せ先までご連絡

いただきますようお願いいたします。 

敬具 

※感染の状況により、予定していた講習会の中止や延期等を行う可能性があります。その場合は、 

当機構ホームページでご案内し、受講者の皆さまへご連絡いたします。 

 

≪自動車リサイクル士制度協力関係機関≫ 

 経済産業省、環境省、一般社団法人日本自動車工業会、 

公益財団法人自動車リサイクル促進センター、一般社団法人自動車再資源化協力機構 

＜お問い合わせ先＞ 

一般社団法人日本自動車リサイクル機構 事務局（本件担当：京野） 

■電話 ０３－３５１９－５１８１ ■ＦＡＸ ０３－３５９７－５１７１ 

■mail jaera-homepage@elv.or.jp 

 

 

 
※SDG ロゴとアイコンを使用することは、当機構やその活動を国際連

合が推奨することを意味するものではありません。 
https://www.un.org/sustainabledevelopment（国連 HP） 

mailto:jaera-homepage@elv.or.jp
https://www.un.org/sustainabledevelopment


オンデマンド配信では、WEB 上に

アップロードされた講習動画を聴

講期間内に、いつでも、何回でも視

聴することが可能です。 

 

1. 講習日程（動画配信期間） 

配信方法 WEB 上でのオンデマンド配信 

聴講期間 2021 年 10 月 4 日～12 月 15 日 

※修了試験日までに各自で講習動画を受講してください。 

※講習に係る通信料は、全てお申込者様のご負担となります。 

 

2. 修了試験開催日程・場所 

 

 

札幌会場 

2021 年 11 月 5 日(金) 14:00～15:00 

札幌市教育文化会館 

〒060-0001 北海道札幌市中央区北 1 条西 13 

TEL 011-271-5821 

URL https://www.kyobun.org/ 

 

 

仙台会場 

2021 年 11 月 12 日(金) 14:00～15:00 

エスポールみやぎ 

〒983-0836 宮城県仙台市宮城野区幸町 4-5-1 

TEL 022-293-4631 

URL http://www.seinenkaikan.or.jp/index.html 

 

 

東京会場 A 

2021 年 11 月 19 日(金) 11:00～12:00 

LMJ 東京研修センター 

〒113-0033 東京都文京区本郷 1-11-14 小倉ビル 4 階 

TEL 03-5842-6690 

URL http://www.lmj-tkc.co.jp/ 

 

 

東京会場 B 

2021 年 11 月 19 日(金) 15:00～16:00 

LMJ 東京研修センター 

〒113-0033 東京都文京区本郷 1-11-14 小倉ビル 4 階 

TEL 03-5842-6690 

URL http://www.lmj-tkc.co.jp/ 

 

 

名古屋会場 

2021 年 11 月 24 日(水) 14:00～15:00 

名古屋企業福祉会館 

〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須 2-19-36 

TEL 052-221-6721 

URL https://fukushi-kaikan.com/index.html 

 

 

大阪会場 

2021 年 11 月 25 日(木)  14:00～15:00 

大阪市立住之江会館 

〒559-0015 大阪府大阪市住之江区南加賀屋 3-1-20 ２階 

TEL 06-6683-2882 

URL https://osaka-suminoekaikan.jp/ 

 

 

 

 

https://www.kyobun.org/


 

 

岡山会場 

2021 年 11 月 26 日(金)  14:00～15:00 

岡山市勤労者福祉センター 

〒700-0905 岡山県岡山市北区春日町 5-6 

TEL 086-233-8311 

URL https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000009973.html 

 

 

福岡会場 

2021 年 12 月 3 日(金) 14:00～15:00 

福岡県立ももち文化センター 

〒814-0006 福岡県福岡市早良区百道 2-3-15 

TEL 092-851-4511 

URL https://www.momochi-palace.net/ 

 

 

沖縄会場 

2021 年 12 月 10 日(金) 14:00～15:00 

いちゅい具志川じんぶん館 

〒904-2203 沖縄県うるま市川崎 468 

TEL 098-982-4140 

URL https://www.jinbunkan.jp/ 

   ※東京会場のみ A と B の 2 部入れ替え制になります。受付完了メールをよくご確認ください。 

※会場へは公共交通機関をご利用ください。 

※開始時刻に遅れた方は、修了試験を受けることはできません。ただし、公共交通機関の遅延など

のやむを得ない理由がある場合には、それを証明する公的書類（遅延証明書等）を受付に提出す

れば受験可能です。 

※当日の遅刻や欠席のご連絡は会場ではなく、当機構事務局へご連絡ください。 

（当機構事務局 ０３－３５１９－５１８１） 

 

3. 募集定員（先着順） 締切日：2021 年 9 月 6 日（必着） 

会場 札幌 仙台 東京 A/B 名古屋 大阪 岡山 福岡 沖縄 

定員数 40 名 40 名 100 名 30 名 30 名 40 名 40 名 20 名 

※締切日前であっても、定員になり次第、申込を締め切らせていただきますので、ご了承ください。  

 

4. 受講料 

※従来は「引取・フロン工程」と「全工程」の２種類ございましたが、今年度は『全工程』のみ開催い

たします。 

※受講料振込後のキャンセルは、以下のとおりキャンセル料を頂きます。 

 ≪キャンセル料≫ 

  試験の受験日から１０日より前のキャンセル ＝ 受講料の３０％ 

  試験の受験日から１０日以内のキャンセル   ＝ 受講料の１００％ 

※講習会の中止・延期により受験できなかった場合、新型コロナウイルス罹患の疑い等で受験が困難

な場合には、受講料を後日全額返金いたします。 

 

講習の種類 
受講料（消費税込） 

当機構会員 当機構非会員 

全工程（新規） ２５，０００円 ３５，０００円 



5. 申込手順（郵送受講申込書は別添同封） 

（1） 受講申込書に必要事項を記入して下さい。（記入例参照） 

（2） 受講料をお振込み下さい。 

《振込先》 

三菱 UFJ 銀行 新橋支店 普通預金 口座番号 ５２６５６６６ 

口座名義 一般社団法人 日本自動車リサイクル機構インストラクター口座 

フリガナ （シャ）ニホンジドウシャリサイクルキコウインストラクターコウザ 

（注意） 

・口座名義は、省略せずに「インストラクター口座」という部分まで正確にご記入下さい。Ａ

ＴＭやネットバンク等の場合は、文字数の関係で最後まで表示されない可能性がありますが、

その場合はそのままで構いません。 

・受講料は、会員と非会員で金額が異なります。事前にご確認の上お振込みください。 

・振込手数料は、お申込者様のご負担となります。 

・会社から複数名でお申込みの場合は、受講料をまとめてお振込み頂くことも可能です。 

（3） 受講申込書と受講料振り込み証明書の写しを同封し、下記の送付先にご郵送下さい。 

 

《送付先》 

一般社団法人 日本自動車リサイクル機構 事務局 宛 

〒105-0004 東京都港区新橋 3 丁目 2 番 2 号 5F 

 

（4） 上記書類がすべて当機構に届いて受講料のお振込みが確認できましたら、受付完了のメー 

ルをお送りします。これが届いたら申込み完了です。 

（5） 講習動画配信開始の約１週間前(９/27)を目途にテキスト等を送付いたします。 

（注意） 

・振込後は、時間を置かずに速やかに書類をご郵送下さい（目安は、振込後３日以内）。 

・申込み締め切り日の消印有効です。過ぎた消印では受付できませんので、ご注意下さい。 

 

6. 試験会場への持ち物 

・筆記用具 

  ※修了試験用には HB または B の黒鉛筆やシャープペンシルが必要です。 

  ※テキストは会場内へ持ち込みいただけますが、試験開始後の閲覧は不可とします。 

  ※コロナ感染対策のため飲食物の持ち込みはご遠慮ください。 

 

7. 合格発表 

修了試験合格発表は、以下の 2 つの方法で行います。 

（1）ホームページでの発表（合格者の受講番号を記載） 

受講番号は当日会場にてお渡しする「受講票」に記載されています。 

合格発表があるまで受講票は大切に保管しておいてください。 

    （当機構ホームページ：https://www.elv.or.jp/ ） 

（2）認定証書等の発送 

     ホームページでの発表後、合格者にのみ認定証書等を発送します。 

  



8. 資格有効期限 

資格 資格認定日 資格有効期間 

全工程 修了試験の受験日 認定日から５年間 

（例）今年度の東京会場で全工程の資格を取得された方→有効期限：2026 年 11 月 19 日まで 

 

◇WEB サポート 

・事前準備に関するご相談受付 

■個別の端末及び WEB 環境をご準備頂く事が難しい場合は当機構事務局へ、お問い合わせ下さ

い。当機構事務局（ jaera-homepage@elv.or.jp ） 

■ブラウザの設定等に関するご質問は JVR 事務局へ、お問い合わせ下さい。 

JVR 事務局（ info@jvr.tokyo ） 

 

◇新型コロナウイルス感染予防対策について 

本講習会では、新型コロナウイルス感染予防対策として、修了試験会場にて下記の取組を実施いた

します。 

〇主催側〇 

(1) 椅子、机、ドアノブ等触れる部分のみ、事前に消毒作業を実施 

(2) 前後左右の席間隔を最低 1ｍ以上確保 

(3) 会場入り口に消毒液の設置 

(4) 受付机に飛沫感染防止のためパーテーション等を設置 

(5) 会場 2 箇所の窓を開け、随時換気を実施 

(6) 入口・出口を分けて会場を設営（動線を一方向とする） 

(7) その他会場毎の対策に準ずる 

 

〇受講者側〇 

受講者の皆様へは下記取組みへのご理解とご協力をお願いいたします。 

(1) 必ずマスクを着用してご入場ください 

(2) 受付時の手指消毒・体温測定(37.5 度以上は帰宅)にご協力ください 

(3) 苦しさ、倦怠感、味覚・臭覚障害、咳、咽頭痛、心身の不調、自宅での検温時に 37.5 度以上の受

講者は来場をお控えください 

(4) 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合、過去 14 日以内に政府から

入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域などへの渡航並びに当該在住者との濃

厚接触がある場合は来場をお控えください 

 

以上 


