平成 29 年度
IECEx セミナー開催のご案内

諸外国の認証制度について
公益社団法人 産業安全技術協会
講演会の趣旨等
当協会では、平成 29 年 3 月に「IECEx システムの最近の動向と認証の取得について」と題して特
別講演会を開催し、IECEx（IEC 防爆機器規格適合性認証制度）の ExCB/ExTL である当協会が
把握している IECEx システムに関する情報をご紹介いたしました。その際、参加者の皆様から寄せ
られたご要望をもとに、今回から複数回にわたり「諸外国の認証制度について」と題して、IECEx セ
ミナーを開催することとしました。IECEx セミナーでは、前回の特別講演会以降に当協会が海外認
証機関との協議を通して得た新しい情報、および IECEx システムの最新情報をご紹介いたします。
今回は、当協会職員による「諸外国の認証取得」及び「IECExシステム」に関する最新の情報のご
紹介とともに、韓国の ExCB/ExTL である Korea Testing Laboratory (KTL)の専門家をお招きして、
「韓国の認証制度」と題して講演いただきます。セミナー当日の午後には、「KTL への質問コーナー
（事前申し込み制）」も開設いたします。韓国の防爆認証を取得するために申請を検討されてい
る皆様には、 KTL の担当者へ直接質問できる機会となります。多くの方のご参加をお待ち申し上
げます。
記
１．開催日時・場所：
東京会場 平成 30 年 2 月 28 日(水) 10:00～17:00 （9:30 受付開始）
一般社団法人 日本ボイラ協会２階 講習室（東京都港区新橋 5-3-1 JBA ビル）
大阪会場 平成 30 年 3 月 2 日(金) 10:00～17:00 （9:30 受付開始）
エル・おおさか７階 ７０９号室（大阪市中央区北浜東 3-14）
２．演題*1・講師、質問コーナー
(1) 諸外国の認証取得に関する最新情報（10:00～10:30）
当協会 国際部 国際業務専門員

鄭 聖美

(2) 韓国の認証制度（10:30～11:30）
KTL 防爆技術センター長
KTL 防爆技術センター責任研究員
(3) IECEx システムの最新動向（11:30～12:00）

Kang Jun-gu
Min Yeong-seung
小金 実成

当協会 検定部 部長
(4) 質疑応答（12:00～12:30）
*セミナー終了
1：演題は変更になる場合があります。

(5) 質問コーナー

（14:00～17:00）；1 件 15～30 分

・KTL コーナー（事前申し込み制）
；当協会の鄭 聖美が通訳として付きます
・当協会コーナー

３．受講料（消費税込み）：1 名につき 10,000 円（会員は 9,000 円）
４．募集人員：東京会場 70 名、大阪会場 90 名
５．お問い合わせ及びお申し込み先
セミナーの内容及び質問コーナーに関するお問い合わせは、以下までお願いします。
公益社団法人 産業安全技術協会 国際部
TEL: 04-2936-6225

FAX: 04-2955-9902

E-Mail: kokusai@tiis.or.jp
その他のお問い合わせは、以下までお願いします。お申し込みは、参加申込書(PDF、Word)
に必要事項をご記入の上、以下へ E-Mail でお送りください(FAX でも承ります)。
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
当協会のホームページ(http://www.tiis.or.jp)にも案内を掲載しております。
なお、「韓国の防爆認証に関する質問」については、事前に質問コーナーでの質問時間を
設定させていただきますので、質問コーナーへの参加希望の方は、お申し込み時に質問用紙
(PDF、Word)に質問内容を具体的に記入してお申込みください。ただし、一般的な質問内容
のものは、セミナーの質疑応答の時間に回答させていただくことがあります。
６．お申込み期限：平成 30 年 2 月 15 日（木）
ただし、両会場とも定員に達した時点で申し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者については制限させていただく場
合がございます。また、定員の半数は、当協会の会員の方を優先させていただきます。
７. 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)
８. 受講票について：
受講料のご入金が確認され次第、受講票(E-Mail または FAX)を連絡者様にお送りいたし
ます。セミナー当日は、受講票を印刷の上、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、５.のお問合せ先ま
でご連絡ください。

参 加 申 込 書
諸外国の認証制度について

申込先
E-Mail: kouenkai@tiis.or.jp
FAX 番号：04-2955-9902
（ 平成

年

月

日）

受講会場(希望会場及び受講日を○で囲む)

東京会場
(H30.2.28(水）

大阪会場
(H30.3.2(金))

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。

（9,000円）

（10,000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:

（フリガナ）
受 講 者 名

合計人数

FAX：

受 講 者 の 所 属

名

質問コーナーへの参加希望
(いずれかを○で囲む)

合計金額

￥

あり（質問シートもご提出ください）

なし

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）
郵便振替
銀行振込
東京 00150-6みずほ銀行 新所沢 普通
18997
口座番号 4198043

振込名義人

＊宛先：公益社団法人 産業安全技術協会 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

東京会場 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/

大阪会場 エル･おおさか ７ 階 ７０９号室（大阪市中央区北浜東 3-14）
http://www.l-osaka.or.jp/images/access/map-s.gif

●京阪・地下鉄谷町線「天満橋駅」より西へ 300m ●京阪・地下鉄堺筋線「北浜駅」より東へ 500m
●地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」より東へ 1、200m

●JR 東西線「大阪天満宮駅」より南へ 850m

セミナー当日の緊急連絡先：０８０－５１９４－８５７８

