
　　　　下記に記載のある「試験問題集」「学科解説集」について、当協会にて取扱いいたしております。

　　　　是非、御希望のある方は、参考に図書を入手され　基礎知識の向上にお役立てください。

■特級技能検定試験問題集■
価　格

¥1,870

¥1,870

¥1,870

¥1,870

¥1,870

¥1,870

¥1,870

¥1,870

■３級技能検定試験問題集■
価　格

¥1,650

¥1,650

¥1,650

¥1,650

¥1,870

図　　書　　名 掲　載　職　種

Ｈ２８・２９年度
版

第１集

●園芸装飾(室内園芸装飾)●造園(造園工事)●時計修理(時計修理)●和裁(和服製作)●建築大工
(大工工事)●とび(とび)●配管(建築配管)●貴金属装身具製作(貴金属装身具製作)●広告美術仕
上げ(広告面粘着シート仕上げ)●舞台機構調整(音響機構調整)●写真(肖像写真)●商品装飾展示
(商品装飾展示)●フラワー装飾(フラワー装飾)●冷凍空気調和機器施工(冷凍空気調和機器施工)
●プラスチック成形(射出成形)●鋳造（鋳鉄鋳物鋳造）●工場板金（曲げ板金／打出し板金）●
左官（左官）●塗装（金属塗装）●ブロック建築(コンクリートブロック工事)●家具製作(家具手
加工)

Ｈ２８年度　第２集
めっき･仕上げ･機械検査･ダイカスト･プリント配線板製造･自動販売機調整･光学機器製造･
建設機械整備･婦人子供服製造･紳士服製造･プラスチック成形･パン製造

¥1,870

Ｈ２７年度　第１集
鋳造･金属熱処理･機械加工･放電加工･金型製作･金属プレス加工･工場板金･電子機器組立
て･電気機器組立て･半導体製品製造･内燃機関組立て･空気圧装置組立て･油圧装置調整

Ｈ２８・２９年度
版

第２集

●金属熱処理(一般熱処理／浸炭・浸炭窒化・窒化処理／高周波・炎熱処理)●機械加工（普通旋
盤／フライス盤／平面研削盤／数値制御旋盤／マシニングセンタ）●めっき（電気めっき）●仕
上げ（機械組立仕上げ）●機械検査（機械検査）●電子機器組立て（電子機器組立て）●電気機
器組立て（配電盤・制御盤組立て／シーケンス制御）●プリント配線板製造（プリント配線板設
計／プリント配線板製造）●機械・プラント製図（機械製図手書き／機械製図CAD）●電気製図
（配電盤・制御盤製図）●内燃機関組立て（量産形内燃機関組立て）●テクニカルイラストレー
ション（テクニカルイラストレーション手書き／テクニカルイラストレーションCAD）●化学分析
（化学分析）

Ｈ３０・３１
令和元年度版

第１集

●園芸装飾(室内園芸装飾)●造園(造園工事)●時計修理(時計修理)●和裁(和服製作)●建築大工
(大工工事)●かわらぶき（かわらぶき）●とび(とび)●配管(建築配管)●貴金属装身具製作(貴金
属装身具製作)●広告美術仕上げ(広告面粘着シート仕上げ)●舞台機構調整(音響機構調整)●写真
(肖像写真)●商品装飾展示(商品装飾展示)●フラワー装飾(フラワー装飾)●冷凍空気調和機器施
工(冷凍空気調和機器施工)●プラスチック成形(射出成形)●鋳造（鋳鉄鋳物鋳造）●工場板金
（曲げ板金／打出し板金）●左官（左官）●塗装（金属塗装）●ブロック建築(コンクリートブ
ロック工事)●家具製作(家具手加工)●鉄筋施工（鉄筋組立て）●型枠施工(型枠工事）

Ｈ３０・３１
令和元年度版

第２集

●金属熱処理(一般熱処理／浸炭・浸炭窒化・窒化処理／高周波・炎熱処理)●機械加工（普通旋
盤／数値制御旋盤／フライス盤／平面研削盤／数値制御旋盤／マシニングセンタ）●めっき（電
気めっき）●仕上げ（機械組立仕上げ）●機械検査（機械検査）●電子機器組立て（電子機器組
立て）●電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て／シーケンス制御）●プリント配線板製造（プ
リント配線板設計／プリント配線板製造）●機械・プラント製図（機械製図手書き／機械製図
CAD）●電気製図（配電盤・制御盤製図）●内燃機関組立て（量産形内燃機関組立て）●テクニカ
ルイラストレーション（テクニカルイラストレーション手書き／テクニカルイラストレーション
CAD）●化学分析（化学分析）

Ｈ２７年度　第２集
めっき･仕上げ･機械検査･ダイカスト･プリント配線板製造･自動販売機調整･光学機器製造･
建設機械整備･婦人子供服製造･紳士服製造･プラスチック成形･パン製造

Ｈ２６年度　第１集
鋳造･金属熱処理･機械加工･放電加工･金型製作･金属プレス加工･工場板金･電子機器組立
て･電気機器組立て･半導体製品製造･内燃機関組立て･空気圧装置組立て･油圧装置調整

Ｈ２８年度　第１集
鋳造･金属熱処理･機械加工･放電加工･金型製作･金属プレス加工･工場板金･電子機器組立
て･電気機器組立て･半導体製品製造･内燃機関組立て･空気圧装置組立て･油圧装置調整

¥1,870

Ｈ３０年度　第１集
鋳造、金属熱処理、機械加工、放電加工、金型製作、金属プレス加工、工場板金、電子機
器組立て、電気機器組立て、半導体製品製造、内燃機関組立て、空気圧装置組立て、油圧
装置調整

Ｈ３０年度　第２集
めっき、仕上げ、機械検査、ダイカスト、プリント配線板製造、自動販売機調整、光学機
器製造、建設機械整備、婦人子供服製造、紳士服製造、プラスチック成形、パン製造

Ｈ２９年度　第１集
鋳造･金属熱処理･機械加工･放電加工･金型製作･金属プレス加工･工場板金･電子機器組立
て･電気機器組立て･半導体製品製造･内燃機関組立て･空気圧装置組立て･油圧装置調整

　      　　　 ◎技能検定実技・学科試験図書のご案内◎

図　　書　　名 掲　載　職　種

Ｒ元年度　第１集
鋳造、金属熱処理、機械加工、放電加工、金型製作、金属プレス加工、工場板金、電子機
器組立て、電気機器組立て、半導体製品製造、内燃機関組立て、空気圧装置組立て、油圧
装置調整

Ｒ元年度　第２集
めっき、仕上げ、機械検査、ダイカスト、プリント配線板製造、自動販売機調整、光学機
器製造、建設機械整備、婦人子供服製造、紳士服製造、プラスチック成形、パン製造

¥1,870

Ｈ２９年度　第２集
めっき･仕上げ･機械検査･ダイカスト･プリント配線板製造･自動販売機調整･光学機器製造･
建設機械整備･婦人子供服製造･紳士服製造･プラスチック成形･パン製造

¥1,870

Ｒ２年度　第１集

Ｒ２年度　第２集

鋳造、金属熱処理、機械加工、放電加工、金型製作、金属プレス加工、工場板金、電子機
器組立て、電気機器組立て、半導体製品製造、内燃機関組立て、空気圧装置組立て、油圧
装置調整

めっき、仕上げ、機械検査、ダイカスト、プリント配線板製造、自動販売機調整、光学機
器製造、建設機械整備、婦人子供服製造、紳士服製造、プラスチック成形、パン製造



価　格 価　格

 1・2級 ¥2,860

¥2,420 ¥3,300

建設図面製作／テクニカルイラストレーション ¥2,200 ¥2,860

¥1,650 めっき/ダイカスト ¥3,300

 新版1・2級 ¥1,980

¥3,300 ¥3,300

¥3,300 ¥1,760

¥1,650 ¥2,200

¥2,200 ¥2,750

¥2,750 ¥2,860

¥2,750 ¥3,080

¥2,420 ¥2,750

¥2,200 サッシ施工/ガラス施工 ¥2,970

¥3,300 ¥3,080

¥2,200

¥2,200

品番 価　格 品番 価　格

１０ ¥1,650 ¥3,190

２１ 機械保全（機械系保全／電気系保全／設備診断） ¥2,200

３４ ¥1,980 ¥2,420

３９ ¥2,090

４０ ¥1,650

４１ ¥1,650

６９ ¥1,760

７０ ¥2,090

７１ ¥1,980

７２ 建設機械整備（建設機械整備作業） ¥1,870

４９ ¥1,760

５０ ¥1,760

５５ ¥2,200

７７ ¥1,870

５９ ¥2,090 ７８ ¥1,870

７９ ¥2,090

６１ ¥1,870

６３ ¥1,650 82 ¥1,870

６４ ¥1,650

★ 申込み方法

　別紙申込書に希望冊数等をご記入の上、FAX (０５４－３４５－２３９７)にてお申込みください。

★在庫がない為 注文後1～2週間お時間を頂きます。

　お申込みはできるだけ余裕をもってお願いいたします。

★別途送料を実費でいただきます。

　（会員外送料：５３９円　/　会員、１０冊以上購入の方は送料無料）

★お支払方法

   請求書を同封いたしますので、1週間以内に請求書記載の指定口座へお振込みください。

　（振込手数料は、お客様負担となります。）

※現金でのお支払いについては、ご遠慮いただきたくご協力のほどよろしくお願いいたします。

★返品について

　　　お客様ご都合による返品、キャンセル、交換はお受けしておりませんので予めご承知ください。
　　　詳細はHPをご覧ください。

　　　〒424-0881　静岡市清水区楠160　　　　総務課

配管  （建築配管作業）令和元年･2･令和3年度版

第４集 金属熱処理

■学科試験問題解説集■
品 番 図 書 名 品 番 図 書 名

NO.３ 塗 装

NO.２２ 電気機器組立て

NO.１５ 金属材料試験

第11集

NO.１６ 鉄 工

NO.１７ 建築板金

■1・2級　技能検定試験問題集■

NO.４ 型枠施工

第18集 建設機械整備

NO.３１ 左官/タイル張り

NO.１０ 機械・プラント製図

NO.３２ 建築大工/畳製作

NO.５ 鉄筋施工

NO.２４ 油圧装置調整

NO.８ 冷凍空気調和機器施工/ 熱絶縁施工

NO.３０ 建具製作

NO.１９

NO.２ 配 管

NO.２１ 電子機器組立て

NO.１３ 造 園

NO.３６

NO.１４ 金属プレス加工

NO.３７

NO.１１ 機械検査

防水施工（前期）

NO.１２ 機械加工

NO.３５ とび/かわらぶき

NO.９ 仕上げ

プラスチック成形

NO.３３

金属熱処理　(一般熱処理)(浸炭・浸炭窒化・
窒化処理)(高周波・炎熱処理)　平成29・30・31年度
版

６５

建築大工（大工工事）

油圧装置調整　（油圧装置調整）

図　書　名 （掲 載 職 種） 図　書　名 （掲 載 職 種）

農業機械整備(農業機械整備作業)

造園（造園工事）

左官（左官）

６６
仕上げ　(治工具仕上げ)(金型仕上げ)(機械組

立仕上げ)

金属熱処理（一般熱処理/浸炭/浸炭窒化/窒化処理/
高周波/炎熱処理）平成26・27・28年度版

¥3,080

鉄工  （製缶作業/構造物鉄工作業）

５８
電気機器組立て  （配電盤・制御盤組立て作業/シーケ
ンス制御作業）

¥2,530

電子機器組立て(電子機器組立て作業)

建築板金（内外装板金/ダクト板金）

４３

４５

４６

４８

建築大工（大工工事）

かわらぶき  （かわらぶき作業）

５７
塗装  （建築塗装作業/金属塗装作業/噴霧塗装作業/鋼
橋塗装作業）

¥2,860

機械加工（普通旋盤/数値制御旋盤/フライス盤/数値
制御フライス/平面研削盤/円筒研削盤/心無し研削盤/
マシニングセンタ作業）平成26・27・28年度版

¥3,520

防水施工（ウレタンゴム系塗膜防水工事作業/シーリング
防水工事作業/FRP防水工事作業/塩化ビニル系シート防
水工事作業）

¥2,860

半導体製品製造（集積回路チップ製造作業/集積回
路組立て作業）

¥1,980

機械検査  （機械検査作業）　平成27・28・29年度版

６０
機械・プラント製図  （機械製図手書き作業/機械製図
CAD 作業）　平成27・28・29年度版

¥1,980

配管  (建築配管作業)

６２ プラスチック成形(射出成形)(インフレーション成形) ¥2,090

造園(造園工事)

とび(とび)

◇　静岡県職業能力開発協会　◇

TEL：054-345-9377　　FAX：054-345-2397

６７
機械加工（普通旋盤/数値制御旋盤/フライス盤/
数値制御フライス/平面研削盤/円筒研削盤/心無し
研削盤/マシニングセンタ作業）平成29・30・31年度版

¥3,740

６８
熱絶縁施工／冷凍空気調和機器施工(保
温保冷工事作業/冷凍空気調和機器施工作業)

¥2,420

¥2,310

¥1,980

７５
電気組立て(配電盤・制御盤組立て作業/
シーケンス制御作業)

空気圧装置組立て　（空気圧装置組立て）

７４
塗装(建築塗装作業/金属塗装作業/噴霧塗装
作業/鋼橋塗装作業)　平成30・令和元・2年度
版

¥2,530

機械検査  （機械検査作業）平成30.令和元年・2年度版

81 金属プレス加工  （金属プレス作業）　平成30・
31・令和3年度版

¥1,980

７６
半導体製品製造（集積回路チップ製造作
業/集積回路組立て作業）

防水施工(ウレタンゴム系塗膜防水工事作
業/シーリング防水工事作業/ＦＲＰ防水工事
作業/塩化ビニル系シート防水工事作業)

７３ ¥2,750

鉄筋施工  （鉄筋組立て作業）

型枠施工  （型枠工事作業）

８０
機械・プラント製図  （機械製図手書き作業/
機械製図CAD 作業）　平成30・令和元・2年度版

¥2,310


