平成 30 年度
防爆国際セミナー（旧名：IECEx セミナー）開催のご案内

諸外国の認証取得について
公益社団法人 産業安全技術協会
セミナーの趣旨等
平成 29 年 3 月に開始しました当協会の特別講演会 防爆国際セミナー（旧名：IECEx セミナ
ー）が、今年度（平成 31 年）2 月に第 3 回目を迎えます。第 1 回目（平成 29 年）には、
「IECEx
システムの最近の動向と認証の取得について」と題して、IECEx システム（IEC 防爆機器規格
適合性認証制度）に関する情報をご紹介いたしました。第 2 回目（平成 30 年）には、「諸外国
の認証制度について」と題して、IECEx システムの最新情報をご紹介するとともに、韓国及び
台湾に焦点を当てその地域の認証取得に関する最新情報をご紹介いたしました。
今回、第 3 回目では、「諸外国の認証取得について」と題して、申請支援業務と IECEx シス
テムの最新情報をご紹介するとともに、台湾及び中国に焦点を当て、その地域の認証取得に関す
る最新情報をご紹介いたします。特に今回は、台湾最大の研究機関である「工業技術研究院
（Industrial Technology Research Institute: ITRI)）から防爆認証責任者の楊 哲彰 博士(Dr.
Che-Chang Yang)をお招きして、「台湾の認証制度」と題してご講演いただきます。
今回も、事前申し込み制の「質問コーナー」を開設いたします。台湾の防爆認証の申請をご
検討中の皆様、TIIS の IECEx 認証及び既合格品を活用した海外防爆認証への展開をご検討中
の皆様には、担当者に直接質問できるまたとない機会となります。
多くの方々のご参加をお待ち申し上げます。

記
１．開催日時・場所： 平成 31 年 2 月 21 日（木）9:45～16:30（9:30 から開場及び受付開始）
一般社団法人

日本ボイラ協会

東京都港区新橋 5-3-1（JBA ビル）

＊「質問コーナー」は、事前申し込み制です。参加をご希望の場合には、セミナーのお申し込
み時にお申し込みください。

２．演題・講師
9:45～10:00

案内及び挨拶

10:00～10:40

TIIS 国際業務 PM

鄭

聖美

「海外認証取得に関する最新情報」（仮）
・中国の防爆認証に関する情報を中心に
・MoU 締結及び申請支援業務（ATEX 認証及び
工場監査）に関する最新情報

10:45～12:00

ITRI 防爆試験室長

楊

哲彰

「台湾の認証制度」（仮）
・台湾の防爆認証制度及び ITRI の防爆認証業務
＊日本語通訳

12:00～12:40

昼食

12:40～13:10

TIIS 国際部技術員

日之内

亨

「申請支援業務に関する報告」（仮）
・国産品に対する申請支援業務の報告
・輸入品に対する申請支援業務の紹介

13:15～14:00

TIIS 国際・検定部長

小金

実成

「IECEx システムに関する最新情報」（仮）
・IECEx システムの最新動向
・TIIS における IECEx 認証業務の最新情報

14:00～14:30

Q&A（次回の案内、アンケート）

15:00～16:30

質問コーナー（ITRI コーナー、IECEx コーナー、TIIS コーナー）

：1 社 30 分、日本語通訳はこちらで手配します。
（＊諸事情により、担当講師及び講義内容が変更になる場合があります。）

３．受講料：1 名につき 15,000 円（協会非会員）／14,000 円（協会会員）（消費税込み）
（テキスト代を含みます。昼食はご用意いたします。）
４．使用テキスト：各講師の講演スライド集
５．受講者定員：先着 70 名
６．お問い合わせ及びお申込み先
セミナーに関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。
公益社団法人 産業安全技術協会 総務部 広報室
TEL: 04-2936-7006

FAX: 04-2955-9902

E-Mail: kouenkai@tiis.or.jp

お申込みは、参加申込書(PDF、Word)に必要事項をご記入のうえ、以下へ E-Mail でお送
りください。
E-Mail: kouenkai@tiis.or.jp
７．お申込み期限：平成 31 年 1 月 31 日（木）
定員に達した時点で申込みを締め切ります。
なお、申込み者が多数の場合、同一の企業からの参加人数を制限させて頂く場合がござい
ますので予めご了承願います。

８. 受講料のお支払い
お支払いは、セミナー開催日の 7 日前までに、以下の口座へお振込みでお願いいたしま
す。当日現金でのお支払いはご遠慮ください。
領収書は発行しておりませんのでご了承ください。なお、受講者のご都合により欠席され
た場合、受講料の返金はいたしかねますが、当日の配布資料は後日郵送いたします。
銀行振込
郵便振替

みずほ銀行

新所沢支店

普通預金口座

〔口座番号

4198043〕

公益社団法人 産業安全技術協会

〔東京 00150-6-18997〕 公益社団法人 産業安全技術協会

(振込手数料は申込者においてご負担願います。)
９. 受講票について：
受講料のご入金が確認され次第、受講票を連絡者様にお送りいたします。セミナー当日
は、受講票を印刷のうえ、必ずご持参ください。
なお、セミナー開催日の 2 日前までに受講票が送達されない場合は、６.のお問合せ先ま
でご連絡ください。

＊セミナーに関する最新情報は、当協会ホームページ（http://www.tiis.or.jp/）およびメー
ルマガジンでご確認ください。

参 加 申 込 書
諸外国の認証取得について

申込先
E-Mail: kouenkai@tiis.or.jp
（ 平成

年

月

日）

東京会場
(H3１.2.21(木）)

受講会場
会員・非会員の別(いずれかを○で囲む)

会 員

非会員

会員：当協会に登録されている住所の事業所が対象となります。

（14,000円）

（15,000円）

貴社名／事業所名
所

在

地

連絡者名とその所属
・連絡先

〒
TEL：
E-Mail:

FAX：

（フリガナ）
受 講 者 名

合計人数

受 講 者 の 所 属

名

質問コーナーへの参加希望
(希望の場合○で囲む)

合計金額
ITRIコーナー

￥

IECExコーナー

TIISコーナー

ご要望：

1）受講料の支払いについて(振込先は次のいずれかにお願いします。)
振込日(予定日)
月

日

振込先（以下のいずれかを○で囲む）
銀行振込
みずほ銀行 新所沢 普通
口座番号 4198043

＊宛先：公益社団法人 産業安全技術協会

振込名義人

郵便振替
東京 00150-618997
シャ）サンギョウアンゼンギジュツキョウカイ

（振込手数料は、銀行振込・郵便振替とも申込者様にてご負担願います。）
2）ご記入いただいた情報は、当協会において適切に管理し、当協会の講習会等のご案内に利用
させていただく他の目的には一切利用いたしません。
（今後の講習会案内等が不要の場合は、右の□内にチェックを入れてください。□）
3）お問合せ先：〒350-1328 埼玉県狭山市広瀬台 2-16-26
公益社団法人 産業安全技術協会 総務部 広報室 TEL.04-2936-7006

【セミナー会場】 一般社団法人日本ボイラ協会 JBA ビル 2 階 講習室 （東京都港区新橋 5-3-1）

http://www.jbanet.or.jp/jba/outline/

当⽇の緊急連絡先：０９０－７９０６－４５８８

