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(一社）日本コミュニティーガス協会 関東支部 
   住所：〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30 
                     芝ＮＢＦタワー １Ｆ 
   Ｅmail： kanto@jcga-page.or.jp 
   ＵＲＬ： http://www.jcga-page.or.jp./ 
   電話： 03-5405-2401  ＦＡＸ： 03-5405-2402 
 

 
まん延防止等重点措置は全国で解除になりましたが、新規感染者数は高い水準の

まま下げ止まり、リバウンドの気配も見せているようです。春休みが終わり、その影響
も気になる中、ゴールデンウィークも近づいています。まだまだ油断できないので、気
を緩めず耐えていくしかありません。経済を見ても、コロナの影響による昨年後半以
降のサプライチェーンの滞りに加えて、ウクライナ情勢の影響により、エネルギー関連
をはじめ、原材料、食品等の価格上昇等、様々な分野で先行き不安が増しています。
さらに３月１６日夜半には、福島県沖を震源として宮城県、福島県で震度６強の地震
が発生するなど、自然災害への備えも引き続き重要です。 

※当支部においては引き続き、コロナ感染拡大防止のため、職員の在宅勤務を取り入れて、出勤

日数を減らしています。そのため、書籍、チラシ等のお申込み、各種お問合せ等につきましては、

日程に余裕をもってご連絡をいただきますよう、お願いいたします。皆様には、ご不便をおかけ

しますが、何とぞご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

上記の福島県沖地震の際は、夜中にもかかわらず情報報告をいただくなど、ご対応ありがとうご

ざいました。２団地で感震遮断装置が作動しましたが、被害や供給支障等は発生しませんでした。 

今年度の講習会のうち、登録調査員認定講習会の募集を開始します。昨年と同様に従前より定

員が少なくなっておりますので、すぐに必要な方に絞っての応募をお願いいたします。 

先月号でも注意喚起をしたところですが、当協会職員を名乗った不審メール（ドメインが協会のも

の「@jcga-page.or.jp」ではない等）、また、それだけではなく、他機関名でも、件名がおかしい、届く覚

えがない送付元等の不自然なメールは、くれぐれも開封しないよう、ご注意願います。 

新型コロナウイルスの影響による支援策関係では、経済産業省ＨＰ（「新型コロナウイルス感染症

関連支援策」）や関東経済産業局ＨＰ（「新型コロナウイルス感染症対策情報」）に、支援策や相談窓

口が掲載されていますので、事業に影響を及ぼす恐れのある事業者の皆様におかれては、ご参考

にしてください。また、協会ＨＰにも重要なお知らせや注意喚起等を随時掲載していますので、日々

チェックをお願いいたします。 

４月のプロパンのCPは＄９４０、前月比＋＄４５（＋５．０％）と３か月連続の上昇となり、前年同月

の＄５６０と比較しても依然高水準が続いています。ＣＩＦについては、２月の速報値は８８，７１４円、

１月確報は８８，７４７円なので、３３円の値下がり。わずかながらも３か月連続の下降となりましたが、

確報で変わるかもしれません。１２～２月の実績原料価格は８９，６４０円となり、１１～１月に比べ２，

４６０円下がりました。２か月連続の下降ですが、前年同期は５５，６９０円だったので、あいかわらず

の高水準となっています。新型コロナウイルスによる影響が続く中、ウクライナ情勢、関連して大国

間の摩擦等の懸念があり、今後も注視が必要です。為替は円安に振れて１２２円台で推移している

ようです。 

厳しい状況の中ですが、コミュニティーガス事業者として、お客様に喜ばれるよう頑張りましょう。 

mailto:kanto@jcga-page.or.jp
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２０２１年１２月～２０２２年２月の実績平均原料価格は次のとおりです。 

この平均原料価格は１２月・１月・２月のCIF価格の単純平均価格ではなく、 
     １２月の速報価格＋１月の確報価格＋２月の速報価格 
      １２月の速報数量＋１月の確報数量＋２月の速報数量   です。 
  
  ２０２１年１２月～２０２２年２月  実績平均原料価格  ８９,６４０円 
                                                              ２０２２．３．３０現在 
        検針期間 反映対象期間 実績平均原料価格 

毎月 ２０２２年５月 ２０２１/１２～２０２２／２ ８９，６４０円 
３Ａ ２０２２年４月～６月 ２０２１/１１～２０２２／１ ９２，１００円 
３Ｂ ２０２２年５月～７月 ２０２１/１２～２０２２／２ ８９，６４０円 
３Ｃ ２０２２年３月～５月 ２０２１/１０～１２ ９２，２２０円 

 
 日本コミュニティーガス協会のＨＰの「関東支部からのお知らせ」の中に新原調料金表を掲載し
ています。なお、注意していただく点は、平均原料価格が基準平均原料価格以上のときは問題な
いのですが、未満（マイナス調整）のとき、標準供給約款では調整単位料金を計算した後小数点第
３位以下の端数を切り捨てとなっているのですが、支部の計算ソフトでは調整額の段階で小数点第
３位以下を切り上げて計算しています。よって、調整単位料金の段階で０．０１円消費者に有利にな
る場合がありえます。 
 
  ２０２２年５月の検針時に適用する実績原料価格です。 
 

 

 

 

                         ４月号の同封資料の一覧 
 

 

１．会報 （日本コミュニティーガス協会 コミュニティーガスニュース） 
２．事務局だより 
３．ガス事故連絡体制 
４．認知度向上ポスター（一部の会員事業者様については別途発送となります） 
 

 
 
 
 

１．関東支部２０２２年４月・５月行事予定及び講習会・研修会予定 

【重要】 〔Ｐ.６～７〕 

今年度の講習会のうち、今月から登録調査員認定講習会の募集を開始します。詳細は、Ｐ．３

の案内をご覧ください。なお、新型コロナウイルス感染症対策の関係で、定員は従前より大きく減

少していますので、すぐに資格が必要な方のみの応募をお願いいたします。 

※今年度は、「丙種ガス主任技術者試験受験者講習会（一般講習、特別講習）」は実施いたしま

せん。 

 



 

- 3 - 
 

２．「頒布品関係」日本コミュニティーガス協会発行一覧（関東支部発行を含む）及び

「図書・チラシ等購入申込書」 について  【重要】 〔Ｐ.８～１２〕 

 
  「頒布品関係」について、日本コミュニティーガス協会発行一覧（関東支部発行を含む）は、

別紙のとおりです。ご利用ください。 
   また、ご注文にあたっては、Ｐ．１１に添付した「図書・チラシ等購入申込書」をコピーし、ＦＡＸ

送信してください。なお、従来のとおり、Ｅメールでも受け付けております。 
     丙種ガス主任技術者受験テキスト新刊の予約受付を開始します。Ｐ．１２に添付した専用申

込書をご利用ください。 
 

３．２０２２年度 登録調査員認定講習会のお知らせ 【重要】 〔Ｐ.１３～２１〕 

    
今年度は調査員認定講習会を６回予定しておりますが、そのうち４回分のお知らせです。 
なお、新型コロナウイルス対策の関係で、従前より定員を大きく削減しての開催となります

ので、会員事業者におかれましては、どうしても今回資格の取得が必要な方に絞っての応募
をお願いいたします。 

また、受講料は講習会終了後に請求いたしますので、事前に振り込まないよう、お願いいた
します。 
※感染拡大防止のため、当日までの健康チェック、マスクの着用、手指の消毒、三密の回避

等、ご協力をお願いします。 

※今後の状況によっては、中止、延期等となる可能性もありますので、予めご承知おきください。 
 
日時 第１回 ２０２２年６月７日（火）１０：３０～１６：００ 
    第２回 ２０２２年６月１５日（水）１０：３０～１６：００ 
    第３回 ２０２２年６月２１日（火）１０：３０～１６：００ 
    第４回 ２０２２年６月２８日（火）１０：３０～１６：００ 
 
会場 いずれも、日本教育会館 ８階 第一会議室 
住所 東京都千代田区一ツ橋２－６－２ 
講師 東京ガス山梨㈱ 野澤 和雄氏  東上ガス㈱ 小川 淳一氏 

 

４．行政・協会本部等からのお知らせ  【重要】 

 
①関東経済産業局人事異動（敬称略） 
   （４月１日付）                （新）       （前） 
   ガス事業課 総括係        市野塚 彩音     － 
 
②関東東北産業保安監督部人事異動（敬称略） 
   （３月３１日付）              （新）       （前） 
   関東東北産業保安監督部長   谷本  隆    白井 基晴 
   （４月１日付）                  
   保安課 ガス保安第一・第二係    －      高橋 岳洋 
 
③ガス事故連絡体制の変更等について  〔Ｐ.２２～２８〕 
   関東東北産業保安監督部保安課から、ガス事故発生時の連絡体制の変更について、周

知依頼がありました。各会員事業者におかれましては、社内、営業所等への周知をお願いい
たします。体制図については、本書に綴らず同封しています。主な改正点は、連絡先を原則
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としてメールとすることですが、メール対応が困難な場合は、電話、ＦＡＸでの連絡も可能です。 
   運用開始は、周知文書到着後４月中にとなっています。また、添付の事故速報の様式に

ついては、保安監督部のＨＰでダウンロードできます。 
 
④建設工事等におけるガス管損傷事故の防止について  〔Ｐ.２９～３０〕 
   経済産業省ガス安全室から、他工事事故防止に向けた周知依頼がありました。 

・建設工事等事業者に対し、工事の実施前に必ずガス管等についてガス事業者に照会、確
認するとともに、ガス管を見つけた場合は、必ずガス事業者に連絡するよう周知を行う。ま
た、必要に応じて工事に立ち会う。 

  ※協会ＨＰ（新着情報３月１４日）から、同省の該当ページにリンクしていますので、詳細につ
いてご確認ください。 

 
⑤住宅塗装工事等におけるガス機器の吸気・排気部の閉塞による一酸化炭素中毒事故の防

止について  〔Ｐ.３１～３２〕 
   経済産業省ガス安全室から、上記ＣＯ中毒事故防止に向けた周知依頼がありました。 

・一般消費者に対し、建物外壁の塗装工事等が行われている最中または工事終了直後にお
いては、吸排気設備が塞がれていないことを確認した後に、ガス機器を使用するよう注意
喚起する。 

  ※協会ＨＰ（新着情報３月１４日）から、同省の該当ページにリンクしていますので、詳細につ
いてご確認ください。 

 
⑥認知度向上ポスターの配布について  〔Ｐ.３３〕 
   コミュニティーガスの強みをＰＲするため、本部において認知度向上ポスターを作成しまし

たので、同封いたします。なお、一部の事業者様には、別途お送りいたします。 
 

５．２０２２年 関東支部におけるコミュニティーガス事業の事故発生状況  【重要】 

 
３月は事故報告がありませんでした。よって、今年の事故は１件のままです。引き続き、事故

の未然防止にご尽力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
※２０２１年度に実施していただいた「保安点検検査推進運動」及び「ガス警報器等

設置促進運動」の結果について、４月末までにＦＡＸ、メール等でご報告いただき
ますよう、お願いいたします。 〔Ｐ.３４～３５〕 

 
    Ｅ-mail： kanto@jcga-page.or.jp 
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1日 (金)

2日 (土)

3日 (日)

4日 (月)

5日 (火)

6日 (水)

7日 (木)

8日 (金)

9日 (土)

10日 (日)

11日 (月)

12日 (火)

13日 (水)

14日 (木)

15日 (金)

16日 (土)

17日 (日)

18日 (月)

19日 (火)

20日 (水)

21日 (木) 第292回理事会(書面)･会計監査(協会会議室)

22日 (金)

23日 (土)

24日 (日)

25日 (月)

26日 (火)

27日 (水)

28日 (木)

29日 (金) *昭和の日

30日 (土)

2022年4月行事予定
1日 (日)

2日 (月)

3日 (火) *憲法記念日

4日 (水) *みどりの日

5日 (木) *こどもの日

6日 (金)

7日 (土)

8日 (日)

9日 (月)

10日 (火)

11日 (水)

12日 (木) 埼玉県部会総会・研修会（さいたま市）

13日 (金)

14日 (土)

15日 (日)

16日 (月)

17日 (火)

18日 (水)

19日 (木)

20日 (金)

21日 (土)

22日 (日)

23日 (月)

24日 (火) 第293回理事会・第52回定時総会(KKRホテル東京)

25日 (水)

26日 (木)

27日 (金)

28日 (土)

29日 (日)

30日 (月)

31日 (火)

2022年5月行事予定



2022年4月現在

会　　場 《予定》 料金 (消費税等込) 開催案内の掲載

［第１回］ 6/7(火)

［第２回］ 6/15(水)

［第３回］ 6/21(火)

［第４回］ 6/28(火)

［第５回］ 10/25(火)

［第６回］ 11/11(金)

［学識］ 7/12(火)

［実技］ 7/13(水)

［学識］ 9/27(火)

［実技］ 9/28(水)

［一般講習］

［特別講習］

願書受付予定等：

下記ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ参照

　2022年度　講習会予定表
　　　　（一社）日本コミュニティーガス協会　関東支部
　　　　　　　　　　　　TEL：03-5405-2401　FAX：03-5405-2402

開　催　日　時

ＰＥ管資格者　認定講習 【新規】第2回

ＰＥ管資格者　認定講習 【新規】第1回

新型コロナウイルス感染症の状況により日程変更や中止になる可能性もありますので
最新の情報は　｢事務局だより｣・｢協会ホームページの講習会のお知らせ｣　でご確認ください

募集時期未定

8月事務局だよりで募集予定

調査員　認定講習 【新規】

募集時期未定

4月事務局だよりで募集

5月事務局だよりで
一括募集予定

１０：３０～１６：００
日本教育会館

8階 第一会議室
9,000円

※資料・手帳代込み

※　ガス主任技術者試験

　　　ガス主任技術者試験センターTEL：03-3960-0159　FAX：03-3960-8080　　URL：　http://www.jia-page.or.jp/

 (一財)日本ガス機器検査協会　〒174-0051 東京都板橋区小豆沢４－１－１０ ※関東支部では受験願書の取扱いはございません。試験センターへお申込み下さい

9月下旬

丙種ガス主任技術者 国家試験受験講習

自宅学習方式による講習実施

試験の実施は下記の機関です
（当協会ではありません）

【注意】

ＰＥ管資格者　再講習 【更新】

※開催内容･日程・会場・料金等変更する場合がございますので各開催案内で必ずご確認下さい

※PE管認定講習【新規】…原則全ての日程を一括募集します

調査員　再講習 【更新】

2022年度　開催無し

自宅学習方式による講習実施

ガス主任技術者研修会

９：００～１６：２０
すみだ産業会館

9階　第1･第2会議室
他

技術管理者･配管技術者

各80,000円

4,700円
※資料代込み

6,900円
※資料代込み

未定

http://www.jia-page.or.jp/


№1

１．丙種　ガス主任技術者試験　受験用テキスト等　※毎年5月中旬に新刊販売開始 ※在庫状況によっては、ご注文から出荷まで２営業日頂戴いたします

コード№ 品　　　名 価格(税込) 概　　　　　　要 発行年月

100700 ガス事業関係法令テキスト　【NEW】　※協会HPに正誤表添付 2,090 円 ガス事業法令集の中から丙種に関する法令等を抜粋した受験用テキスト R3年版

100900 ガス小売事業の技術　１編　（基礎編） 660 円 コミュニティーガス事業者として必要な物理的・化学的な基礎知識を解説 R3年版

100200 ガス小売事業の技術　２編　（製造編）　【NEW】 1,980 円 コミュニティーガスの製造に関する基礎的な事項を判りやすく解説 R3年版

100300 ガス小売事業の技術　３編　（供給編） 1,760 円 コミュニティーガスの供給に関する基礎的な事項を判りやすく解説 R3年版

100400 ガス小売事業の技術　４編　（消費機器編） 1,980 円 消費機器についての基礎的な知識・取扱　(法改正に伴い大幅改訂) R3年版

100500 試験問題集　【NEW】　※協会HPに正誤表添付 1,320 円 過去５年間の出題に対し解答　※解答には根拠（条項）を示しています R3年版

100600 合格への早道(石油産業新聞社発行）　【NEW】 2,420 円 試験問題の傾向と対策 R3年版

２．共通

コード№ 品　　　名 価格(税込) 概　　　　　　要 発行年月

ガス事業法令集 改訂九版（東京法令出版発行）【会員価格】 4,460 円

　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　【非会員価格】 4,950 円

400074 新ガス事業制度の解説 2,310 円 新ガス事業法(H29年4月改正)を詳しく解説しました※正会員事業者様へは配布済 H29/7

３．技術関係

コード№ 品　　　名 価格(税込) 概　　　　　　要 発行年月

202100 特定ガス工作物使用前自主検査の手引き[ＣＤ付] 880 円 特定ガス工作物使用前自主検査要領を判りやすく解説 R2/4

204000 特定製造所　表示板 3,300 円 特定製造所に掲示する表示板　（全国共通） R02/4

205000 特定製造所設備指針 2,970 円
法定基準解釈を具体的にわかり易く説明し、参考となる事項等を集大成した自主基準
(※旧工作物維持管理要領/※旧バルク貯槽指針含む)

H29/5

208000 保安技術ハンドブック 1,760 円 ガス主任技術者必携！コンパクトな保安ガイドブック H30/6

209000 ガス工作物定期自主検査要領[ＣＤ付] 880 円 法改正により規定された定期自主検査に必要な事項をまとめたもの H29/6

211000 本支管指針（設計・工事編）　 2,750 円 本支管の設計基準・工事施工法を判りやすく解説した指針 H22/11

図書・チラシ等　販売一覧  日本コミュニティーガス協会発行一覧　（関東支部発行を含む）   2022年04月現在

※別途送料がかかります　　※予告なしに内容等変更する場合がございます

400200
ガス事業の必須法令集 ※H29年4月1日施行の改正ガス事業法対応

　※H30/4月～会員事業者価格での販売開始　※東京法令出版㈱からご納品します
H29/11
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コード№ 品　　　名 価格(税込) 概　　　　　　要 発行年月

212000 供給管・内管指針（設計・工事編） 3,850 円 供給管・内管の設計基準・工事施工方法を判りやすく解説した指針 H23/10

213000 ガス用ポリエチレン管技術資料 1,320 円 ガス用ポリエチレン管の様々な使用条件における技術データを取りまとめたもの H26/5

214000 ポリエチレン管配管作業資格者教育訓練及び資格登録要網 715 円 ＰＥ管配管工事に関与する者の資格・知識及び教育訓練の内容・資格登録について H29/5

215000 ガス用ポリエチレン管接合作業及び教育・訓練マニュアル 2,200 円 ガス用ポリエチレン管の具体的な施工手順の標準を示したもの H26/5

222000 導管維持管理指針（本支管編・供給管・内管編） 2,090 円 本支管及び付属設備・整圧器を維持・運用のための自主基準を定めたもの H16/9

228000 導管等のガス漏えい検査要領 550 円 通常のガス漏えい検査の要領と、遮断し導管の漏えい検査を行う場合の要領 H30/5

231000 保安規程　協会モデル例[ＣＤ付] 1,650 円 ガス工作物の工事・維持・運用に関する基本事項を定めたもの (自社規程作成用ＣＤ付) H29/4

232000 保安規程 付属書 880 円 保安規程を実施するための細目的事項を定めた冊子※保安規程ＣＤに入っています H29/4

232100 保安規程 解説書 550 円 協会作成の保安規程について用語の定義や各条文の解説 H29/4

232200 保安業務規程　協会モデル例[ＣＤ付] 1,430 円 「保安業務」に関する基本的事項を定めたもの(自社用規程作成用ＣＤ付) H28/10

233000 コミュニティーガス事業地震防災対策マニュアル[CD付] 1,430 円 地震対策や地震発生後の復旧に必要な帳票(実態に合った帳票作成用CD添付) H30/6

234000 コミュニティーガス事業保安教育の手引き 1,210 円 保安に関する基礎を判りやすく解説 H29/7

244000 消費機器調査・内管漏えい検査実務要領 880 円 消費機器の調査及び内管漏えい検査に必要な事項をまとめたもの H30/5

251000 ガス消費機器調査及び内管漏えい検査表 825 円 消費機器調査用の用紙（１冊に２枚複写５０組） H29年度

252000 ガス消費機器設備改善のお願い 825 円 再調査の結果、お客様への改善願い H7/5

253000 ご不在連絡票 550 円 調査点検時、ご不在のお客様への連絡票（１冊に２枚複写５０組） H4/11

261000 周知及び開・閉栓実務要領　【NEW】 1,430 円 使用者に対する個別周知の徹底と開・閉栓の的確な実施について R元/8

262100
ガス使用についてのご案内【小冊子】（１０冊単位販売）
　　　　 [経過措置団地]

660 円
[供給約款(認可料金)旧法適用のお客様]
　新規入居時のお客様に使用開始時の留意事項についてイラストで説明

H31/1
改訂

264000
ガス使用についてのご案内【小冊子】（１０冊単位販売）
　　　　[法改正版]

660 円
[ガス供給契約(自由料金)のお客様]
　〃

H29/4

275000 酸欠事故防止対策の手引き 660 円 酸欠のメカニズムから事故防止対策まで解説した手引き H26/5
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コード№ 品　　　名 価格(税込) 概　　　　　　要 発行年月

278000 簡易ガス事業の事故事例集 880 円 H12～H21年までに発生した事故事例と対応等 H22/11

410010 安全ステッカー（１０枚単位販売） 176 円 調査結果後、消費機器へ添付するステッカー（５枚／１シート） H15/7

４．業務関係

コード№ 品　　　名 価格(税込) 概　　　　　　要 発行年月

301000 簡易ガス事業料金算定に関する省令・通達集 770 円 H25/4改定通知によりリニューアル H25/5

302000 簡易ガス供給約款料金算定の手引き 1,650 円 供給約款料金を作成するための参考書 H25/8

303000 簡易ガス事業の経理 770 円 資産額報告書・収支計算書等の作成要領 H25/7

400001 他工事チラシ(Aチラシ／１００枚単位で販売） 1,320 円 他工事事故防止の周知チラシ「工事の計画や工事を見かけたらご連絡下さい」（イラスト） H29/8

400002 周知チラシ(Bチラシ／１００枚単位で販売） 1,650 円 ガス使用にあたって初歩的な内容をイラストで説明した一般配布用「ガスと仲良く」 R3/12

410002 周知チラシ(チェックポイント／１００枚単位で販売） 1,650 円
Ｂチラシ「ガスと仲良く」と併せて配布
お客様にガス機器を安全に使用いただくためのチェック表

H19/2

400003 周知チラシ(Ｃチラシ／１００枚単位で販売） 1,100 円 不燃防なし小型湯沸器を使用しているお客様への注意チラシ H20/7

400004 周知チラシ(Ｄチラシ／１００枚単位で販売） 1,100 円 不燃防なしCF式風呂釜(浴室内設置)をご使用のお客様への注意チラシ H21/6

400007 周知チラシ(Fチラシ／１００枚単位で販売） 1,100 円 不燃防なしFE式小型湯沸器(煙突有､排気ﾌｧﾝ付)をご使用のお客様への注意チラシ H19/8

400008 周知チラシ(Gチラシ／１００枚単位で販売） 1,100 円 不燃防付小型湯沸器をご使用のお客様への注意チラシ H19/8

400006 地震チラシ(保存版／１００枚単位で販売） 3,300 円 地震発生時の対応等をまとめたのもの（ご家庭保存版） H17/2

400015 閉栓エフＡ　（１束=50枚単位で販売） 1,100 円 閉栓時、メーターコックにつける札（１束=５０枚） H16/4

400042 古くなったガス管交換のお願いチラシ(１００枚単位で販売） 660 円 お客様とガス事業者の資産区分案内チラシ H30年度

400045 認知度向上チラシ(１００枚単位）　H23年作成版　(*旧法) H23年度

400046 認知度向上チラシ(１００枚単位）　H30年作成版 R2年度

410001 コミュニティーガス　安全･安心で、豊かな暮らし
無償配布

(送料ご負担)
コミュニティーガス事業全般の説明パンフレット　※正会員事業者様へはｻﾝﾌﾟﾙ発送済 H30年度

H28/7~無償
(送料ご負担)

ほのぼのとしたキャラクター「ほのまる」がコミュニティーガスの良さをアピール
エンドユーザー向けのリーフレット



E-mail: kanto@jcga-page.or.jp

Fax:

Tel: 03-5405-2401

会社名： 区分：

部署名： 会員コード：

担当者名： Ｔｅｌ：

Fax：

★記入必須

*住所：
★記入必須  .

会社名：
｢同上｣可

部署名：
｢同上｣可

受取人名：
｢同上｣可

Ｔｅｌ：
｢同上｣可

数量（冊･枚･束）

*
*

※１．①口座振替ご登録の会員事業者の場合…商品とともに【納品書(一括請求用)】のみお送りします

　　　　　　含めたくない注文)は、【代金引換】または個別に対応させていただきますのでご連絡下さい

頒布品名

希望の支払方法に○→　【会員： ①口座振替 ･  ②振込 】 ・ 【③会員個人振込 】 ・ 【④代金引換 】

***　お知らせ　・　注意事項　***

※販売単位のある商品(ﾁﾗｼ等)の注文数量は、1束、10冊､100枚､200枚…とご記入下さい

お届けの際、宅配業者へ代金(商品代＋送料)をお支払いいただきます

　　　　　・月末締の後、翌月上旬頃に【合計請求書及び請求明細】をお送りいたします。

　　　　　非会員の事業者・個人のご注文は、【代金引換】での出荷のみとなります

　　　　　大変恐縮ではございますが、送金時の手数料はご負担願います

【納品書】(商品名・代金明細記載)は、同封させていただきますが、

※２．②･③でご注文の場合…商品とともに【納品書】・【請求書】をお送りします
　　　　　商品到着後、速やかに請求書記載の金融機関へお振込み下さいますようお願い申し上げます

※３．宅配業者の【④代金引換】をご希望の場合…商品とともに【納品書】をお送りします

　　　　　会員事業者･会員個人の注文でも【代金引換】をご利用できます

　　　　　・口座振替ご登録の会員事業者様で、今回のみ支払いを別に分けて注文したい場合(口座振替の請求に

【領収書】は宅配業者発行のものに代えさせていただきます。

図書・チラシ等購入申込書
０３－５４０５－２４０２

日本コミュニティーガス協会関東支部　宛

会員 ・ 会員(個人購入) ・ 非会員

〒 　

※別途【送料】がかかります

ご希望
納品日：　　　　月　　　　日まで【申込者】

【送付先】
[　　勤務先　・　自宅　　］　←どちらかを○で囲んで下さい

コード№

※在庫状況・新型コロナ感染症予防により
あ る 程 度 取 り ま と め て 出 荷 い た し ま す
出 荷 ま で 数 日 頂 戴 い た し ま す
お 急 ぎ の 場 合 は 必 ず ご 連 絡 下 さ い

2022/4/6

mailto:kanto@jcga-page.or.jp


E-mail:

Fax:

会社名： 区分：

部署名： 会員コード：

担当者名： Ｔｅｌ：

Fax：

*記入必須

*住　所：
記入必須

会社名：
｢同上｣可

部署名：
｢同上｣可

受取人名：
｢同上｣可

Ｔｅｌ：
｢同上｣可

ｺｰﾄﾞ 希望部数

※ 100700

100900

100200

100300

※ 100400

※ 100500

※ 100600

※昨年発行図書内容から改訂があります

*
*
*

2022年丙種ガス主任技術者受験テキスト申込書

合格への早道(石油ガス新聞社発行)

ガス小売事業の技術4編　消費機器編

試験問題集 (過去５年間)

【送付先】

kanto@jcga-page.or.jp

*テキストは出荷日を決めて作業をいたしますので、状況によりお時間をいただく場合がございます
　どうぞご了承くださいますようお願いいたします

予定価格※送料別

2,090 円

660 円

1,980 円

1,760 円

1,980 円

1,320 円

2,420 円

品　　名

ガス事業関係法令研修テキスト

ガス小売事業の技術1編　基礎編

〒 　
[　　勤務先　・　自宅　　］　←どちらかを○で囲んで下さい

【領収書】は宅配業者発行のものに代えさせていただきます。

　　　　　請求書記載の金融機関へお振込み下さいますようお願い申し上げます
　　　　　大変恐縮ではございますが、送金時の手数料はご負担願います
※３．宅配業者の【④代金引換】をご希望の場合…商品とともに【納品書】をお送りします
　　　　　非会員の事業者・個人のご注文は、【代金引換】での出荷となります

　　　　　会員事業者･会員個人の注文でも【代金引換】をご利用できます
お届けの際、宅配業者へ代金(商品代＋送料)をお支払いいただきます
【納品書】(商品名・代金明細記載)は、同封させていただきますが、

***　お知らせ　***

※別途【送料】がかかります

ガス小売事業の技術2編　製造編

ガス小売事業の技術3編　供給編

０３－５４０５－２４０２

【申込者】

会員 ・ 非会員 ・ 個人注文

日本コミュニティーガス協会関東支部　宛
　※ご注文はＦａｘまたはE-mailで受付致します。

＊2022年度の丙種ガス主任技術者国家試験受験者講習〔一般・特別〕は実施しません
　大変ご迷惑をお掛けいたします

　　　　　・口座振替ご登録の会員事業者様で、今回のみ支払いを別に分けて注文したい場合(口座振替の請求に
　　　　　　含めたくない注文)は、【代金引換】または個別に対応させていただきますのでお問い合わせ下さい
※２．②･③でご注文の場合…商品とともに【納品書】・【請求書】をお送りします

どれかに○→　【会員： ①口座振替 ･  ②振込 】 ・ 【③会員個人振込 】 ・ 【④代金引換 】

※１．①口座振替ご登録の会員事業者の場合…商品とともに【納品書】をお送りします
　　　　　・月末締の後、翌月上旬頃に【合計請求書及び請求明細】をお送りいたします。

mailto:kanto@jcga-page.or.jp

