
アルミニウム合⾦材料⼯場塗装⼯業会 認定資格 
第 1 回（⽇程変更） 

⼯場塗装管理技術者 講習・試験のご案内 

 
 平素は当工業会の活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

 当工業会では日本建築仕上学会編『建築用アルミニウム合金材料 加熱硬化形溶剤系

塗装標準仕様書・同解説』および『建築用アルミニウム合金材料 粉体塗装仕様標準指

針・同解説』の 1 章にそれぞれ記載された『塗装管理技術者』に期待されるべき人材を

育成すること、そして当技術者を自社に抱える会員の品質管理技術また品質への意識水

準の高度化を目指すため、『ABA 認定 工場塗装管理技術者』の講習・試験プログラム

を策定致しました。 

 

 以下の概要をご覧の上お申込みください。＊赤字－日程延期前からの変更箇所 

＊日程変更前（2 月 19・20 日）に申し込み頂いた受験者・企業で、受験者に変更がな

い場合は再提出の必要はございません。もし受験者に変更がある場合（総受験者数は変

更なし）は、下記 9．申込要領①必要書類（封筒含む、振込は不要）を用意し、ア．受

講受験申込書の振替払込受領書の貼付欄に 初に受験申込した者の名前を明記の上、再

提出をお願いします。元の受験生の資料は当該受験生の封筒にて返却致します。また、

受験自体をキャンセルする場合は個別に事務局までご連絡をお願いします。 

 

1．講習会・試験開催日〔2 日間〕 

Web セミナー：令和 3 年（2021 年）5 月 7 日（金） 

各試験会場にて試験：翌日 8 日（土）   

 

2．開催場所  

Web セミナー：各受験者任意の場所（会社もしくは自宅等質疑が出来る場所） 

各試験会場（選択制）： 

①関東会場（大宮） 担当者：大塚金属大塚社長（当日連絡先 090-3238-2431） 

大宮ホール 201 号室 

埼玉県さいたま市大宮区大門町 3－64  

プロスパー大宮ビル 2F 

②中部会場（名古屋） 担当者：ダイワ山川社長（当日連絡先 080-5133-6690） 

名駅モリシタ名古屋駅前中央店 第 4 会議室 



愛知県名古屋市中村区名駅 3－13－31  

名駅モリシタビル 7 階 

③関西会場（大阪） 担当者：戸崎産業戸崎社長（当日連絡先 090-3270-6952） 

大阪会議室 若杉大阪駅前ビル店 第 1 会議室 

大阪府大阪市北区曽根崎新地 2－3－13  

若杉大阪駅前ビル 7F 

 

3．受講資格 次の要件を満たす者 

終学歴が 

①大卒以上→3 年以上の塗装・素地調整・品質管理・検査・経営等実務経験を有する者 

②高卒以下→5 年以上の塗装・素地調整・品質管理・検査・経営等実務経験を有する者 

（上記経験年数は、令和 3 年 3 月 31 日時点でのものとする） 

 

4．講習・試験内容 

1日目：5月7日（金）9：45～17：00　　使用予定システム：Zoomウェビナー　

項　目 時　刻 講義科目 担当講師

接　続   9：45～10：00 事務局からの連絡・URL接続 事務局

開　講 10：00～10：05 開講挨拶 宮越会長

講義１ 10：05～10：35 資格制度の背景と意義 近藤（照）

休　憩 10：35～10：50

講義２ 10：50～11：50 塗装仕様の確認と塗装材料概論 渡部、近藤（豊）

昼食休憩 11：50～12：50

接続確認 12：50～13：00 事務局

講義３ 13：00～14：00 素地と素地調整 大塚，長谷川

講義４ 14：00～15：00 塗装工程の生産管理と検査 前島，加納

休　憩 15：00～15：15

講義５ 15：15～15：45 関連法規 加納

講義６ 15：45～16：15 建築関連の基礎知識 近藤（照）

講義７ 16：15～16：45 マネジメント 近藤（旭）

連　絡 16：45～16：50 2日目の連絡・注意 事務局

閉　講 16：50～16：55 閉講挨拶 前島



2日目：5月8日（土）13：00～15：40

項　目 時　刻 内　　容 担　　当

受　付 13：00～13：30 拠点ごとに受験者受付 拠点毎担当者

連　絡 13：30～13：40 受験上の注意・問題配付 拠点毎責任者

試　験 13：40～15：20 資格認定試験 拠点毎責任者・担当者

連　絡 15：20～15：30 今後の連絡 拠点毎責任者

認定試験 100 分（問題数 50 問） 

※試験は四者択一による穴埋めや正誤問題。テキスト、教材類の持込禁止。 

 

5．教  材   『ABA 認定 工場塗装管理技術者 講習会テキスト』（事前送付） 

 

6．受講手数料  会員：20,000 円 非会員：30,000 円 

＊宿泊費、交通費は含まれておりません。 

＊振込手数料は受講申請者（振込人）の負担。 

  ＊昼食はご用意しておりません。各自で持参して頂くなど昼休憩中にお願いします。 

 

7．募集定員 各試験会場毎に 大 15 名迄。受講・受験資格を満たす者から先着順。 

（尚、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より募集定員の 2 倍以上の定員の会場を

準備してあります）    

注：定員超過の場合は当会より所属会社にその旨を連絡し、後日、申込書類、受講手

数料をご返却いたします。 

 

8．募集受付期間  令和 3 年 3 月 8 日（月）～ 令和 3 年 4 月 2 日（金） 

 ＊別紙１「申し込みから合否の流れ」を参照 

   

9．申込要領     

 ①必要書類 受講受験しようとする方は、次の書類をご提出ください。 

   ア 書式 1：受講受験申込書 

   イ 書式 2：学歴・実務経験証明書 

   ウ 書式 3：受講受験票（証明写真を 1 枚貼付。下記カ） 

   エ 振替払込受領書（上記アの申込書に貼付） 

     注：一企業様で複数名一括で払込む場合はコピー等で対応し、該当者名を“す

べて”記入ください。 

   オ 返信用封筒 A4 サイズ以上の封筒表面に郵便切手 410 円（通常郵便 250 円

+特定記録 160 円）を貼り、また同じく表面に受講申請者の会社住所・会社



名・氏名を記載（受講票等の送付に使用します）。 

     注：一企業様で複数名申し込む場合も、一受験者につき、一つの返信用封筒

を作成ください。 

   カ 証明写真 1 枚（書式 3 の受講票に貼付） 

      証明写真の大きさ 縦 3.0 ㎝ × 横 2.4 ㎝ 

      上半身、無帽、無背景で申請 6 ヶ月以内に撮影したもので光沢仕上げ 

      写真裏に氏名及び所属会社を記入 

      絹目、集合写真等の引延し等は不可 

＊必要書類に不備のある際は、受講できない場合がありますのでご注意ください。 

 

②申込方法  

A4 サイズ以上の封筒に上記①の必要書類を折らずに封入し、封筒表面に「ABA

認定工場塗装管理技術者申込書他書類 在中」と明記し、必ず配達の記録が残る方

法（特定記録郵便など）でご郵送ください。 

   尚、一企業様で複数の申込書を同一封書でまとめて申し込み頂けますが、クリア

ファイル等で受験者毎に分けてください。必要書類の発送は受験者毎の送付となり

ます。 

 

10．郵送先 アルミニウム合金材料工場塗装工業会 事務局 近藤宛 

  〒343-0104 埼玉県北葛飾郡松伏町田島東 1-1（㈱マルシン気付） 

  TEL：048-993-1116  携帯（当日連絡先）：090-8727-5371 

 

11．振込先  

三菱東京 UFJ 銀行（0005） 押上支店（081） 口座番号：普通 0236414 

 口座名：アルミニウム合金材料工場塗装工業会 会計 大塚明郎 

      （ｱﾙﾐﾆｳﾑｺﾞｳｷﾝｻﾞｲﾘｮｳｺｳｼﾞｮｳﾄｿｳｺｳｷﾞｮｳｶｲ ｶｲｹｲ ｵｵﾂｶｱｷｵ） 

  住所：〒349-1125 埼玉県久喜市高柳 2436  電話番号：0480-52-1497 

   ＊振込の際発行される振替払込受領書の写しを貼付（上記 9 申込要領参照）。 

   ＊振込に要する費用は受講申請者（振込人）の負担（上記 6 受講手数料参照）。 

 

12．受講・受験票等の送付 

 受講および受験の申込をされた方には受講受験資格及び受講手数料入金の確認後、

受講者へ「受講・受験票」、「講習会テキスト」、「Web セミナーのご案内」、「留意事項 

コロナウイルス感染症対応ガイドライン（別紙 2）」を送付いたします。受講・受験者

は講習会初日に「受講・受験票」を Web セミナー入室時に事務局に画面上で提示、ま

た 2 日目の試験会場では試験前に会場受付に提示してください。 



 受講・受験票が令和 3 年 4 月 16 日（金）になっても到着しない場合、紛失または

破損している場合は、ABA 事務局（上記 10 郵送先 参照）に電話で照会してくださ

い。 

（問い合わせ期間 令和 3 年 4 月 19 日（月）～ 23 日（金）） 

 

13．認定証の有効期間 

 合格認定日より 5 年。更新時に別途再講習受講が必要。 

   

14．その他 

 ① 受講資格審査で受講を認められなかった方には、その旨の通知と申込書類および

受講手数料から審査手数料（3,000 円）を差し引いた額をご返却いたします。 

 ② 受講資格審査後、下記③を除くキャンセルの方で既に「受講・受験票」および「講

習会テキスト」を事務局より発送していた場合は受講手数料から審査手数料（3,000 

円）とテキスト等の経費（全国一律 7000 円）を差し引いた額をご返却いたします。 

 ③ 令和 3 年 4 月 24 日以降のキャンセルは、受講手数料はご返却いたしません。尚、

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、会場にて検温を実施した際 37.5℃

以上の熱や咳等の症状がある場合、もしくは当日 AM11 時までに ABA 事務局もし

くは会場担当に熱がある旨を連絡した場合のみ、半額を返却することとします。 

 ④別紙 2 の「留意事項 新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン」を講習会・試

験前までに必ずお読みください。 

 


