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2022 年度のビルクリーニング技能検定を受検される方を対象に、 

受検準備講習会を開催致します。 

受検前のご自身の習熟度を確認し、「仕上げ」の場として活用ください。 

１級実技訓練内容 

課題１ 弾性床表面洗浄作業 

課題２ 繊維系床部分洗浄作業    

   （バフィングパッド方式） 

課題３ 壁面洗浄作業 

実技ペーパーテスト 

２級実技訓練内容 

課題１ 弾性床ドライ清掃作業 

   (スプレーバフ法) 

課題２ 繊維系床 しみ取り 作業 

課題３ トイレ定期清掃作業 
    （洋式大便器・温水洗浄便座） 

実技ペーパーテスト 

３級実技訓練内容 

課題１ 弾性床清掃作業 

    （ドライバフ法） 

課題２ ガラス面洗浄作業 

課題３ トイレ日常清掃作業 
     （洋式大便器・温水洗浄便座） 

学科使用教材 

１級 
一級技能士コース ビルクリーニング科教科書 

予想問題集 一級ビルクリーニング技能検定対策 

２級 
二級技能士コース ビルクリーニング科教科書 

練習問題集（非売品） 

３級 
三級技能士コース ビルクリーニング科教科書 

練習問題集（非売品） 

 

 

2022 年度 

１級・２級・３級 

  ビルクリーニング技能士 

 受検準備講習会  



１．受講条件 

✔ポリッシャーを安全に操作できる方 

 ポリッシャーが安全に操作できない場合は訓練を中止し見学とさせていただく場合があります。 

✔1 級、２級、３級ビルクリーニング技能士の受検要件を満たす方  

 ※受検要件は（公社）全国ビルメンテナンス協会ホームページ等にて各自ご確認ください。 

２．開催場所・日程  

 ※下記期間のうち平日 9時～17 時を基本とし、当センターが指定する日とします 
 ■１級：実技２日間＋学科２日間 計４日間 

 ■２級：実技１日間＋学科１日間 計２日間 

 ■３級：実技１日間＋学科１日間 計２日間 

 
 

※会場の詳細情報は開講決定後に受講者様へご案内します 

 

支部名 開催地 等級 学科予定日 実技予定日

　1級   10月13日～14日 10月11日～12日

2級 10月21日 10月20日

3級 10月19日 10月18日

1級 11月8日～9日 10月25日～26日

2級 11月11日 10月28日

3級 11月10日 10月27日

1級 11月8日～9日・11月18日～19日 11月10日～17日のうち、2日間

2級 10月11日・10月15日 10月12日・10月13日

3級 10月31日 11月1日～4日のうち、1日間

1級 9月29日～30日 11月7日～8日・11月10日～11日

2級 10月3日 10月4日

3級 10月6日 10月7日

1級 11月21日～22日 11月8日～15日のうち、2日間

2級 11月24日 11月28日・11月29日

3級 11月18日 11月16日・11月17日

1級 11月8日～9日 10月27日～28日

2級 11月4日 10月21日

3級 11月7日 10月25日

1級 11月16日～17日 12月8日～9日・12月12日～13日

2級 11月10日 12月15日

3級 11月11日 12月14日

1級 11月1日～2日 11月17日～18日

2級 11月2日 11月16日

3級 11月1日 11月16日

北海道 札幌

東北 仙台

本部 東京

四国 徳島

九州 福岡

中部 名古屋

近畿 大阪

中国 広島



３．受講料 （教材込・消費税込・後払い） 

※後日、決定通知兼請求書を郵送しますので、各自、郵便局よりお振り込みください。 

 振込手数料はお客様のご負担となります。 

※お振込み後の返金には応じかねますので、ご了承ください。 

※実技 DVD は受講料に含みません。 

等級 会員区分 両方受講 実技講習のみ 学科講習のみ 

１級 
会員 89,100 円 64,900 円 25,300 円 

一般 127,600 円 92,400 円 36,300 円 

２級 
会員 68,200 円 50,600 円 18,700 円 

一般 95,700 円 67,100 円 29,700 円 

３級 
会員 64,900 円 47,300 円 18,700 円 

一般 92,400 円 63,800 円 29,700 円 

※会員区分の会員とは、(公社) 全国ビルメンテナンス協会の会員企業のことをいいます。 

４．受付期間：2022 年 8 月 20 日（土）まで 

※先着順です。定員に達した場合は、締切日前であっても募集を終了する場合もあります。 

※締切後であっても空枠があれば受け付けますので問い合わせください。（電話 03-3805-7575） 

※新型コロナ禍により中止や延期、または日程変更をする場合があります。 

 9 月上旬を目途にご連絡予定です。ホームページ上でも適宜更新致します。 

５．申込み方法  

申込書の必要事項を正確明瞭に記入し、受講希望支部へＦＡＸ送信してください。 

・希望コース：等級、講習内容（両方、実技のみ、学科のみ）に「○」をつけてください。 

・所属事業所：個人申し込みであっても所属事業所名を記入し、事業所住所を記入してください。 

       ※当センターから事業所へ照会することはありません 

・会 員 区 分：全国ビルメンテナンス協会会員事業所に所属されている方は、会員に「○」をつけ

てください。会員価格を適用致します。 

・書類送付先：開講決定通知、受講票、教材等を郵送致します。送付先を記入してください。 

       また照会事項は、書類送付先欄に記入されている電話番号にご連絡します。 

       事業所と同じ場合は、「同上」と記入してください。 

・希 望 支 部：受講希望の支部に「○」をつけてください。 

【ご注意】技能検定の受検手続きは、別途（公社）全国ビルメンテナンス協会ホームページ等を確

認し各自手続きを行ってください。 

  

６．問合せ先 

  一般財団法人 建築物管理訓練センター 教務課 (平日 10：00～16：00) 

     TEL：03-3805-7575  FAX：03-3805-7578  



 

 

 

【申込手順】 
①本申込書の必要事項を全て記入 または、「○」をつけてください。 

②本紙を、受講を希望する支部へ FAX 送信してください(※FAX 送付状は不要です) 

                                                                申込日    年   月  日 

希望コース 

※注 1 １級・2 級・3級 両方・実技のみ・学科のみ 

フリガナ  性別 生年月日 

申込者氏名  男・女    年   月  日 

所属事業所 

※注 2 
 

会員区分（どちらかに○） 

会員  ・  一般 

事業所住所 

※注 3 

〒  

 

TEL:                                 FAX: 

書類送付先 

兼 

当方からの 

連絡先 

※注 4 

（自宅・事業所）※どちらかに○。記載不備があった場合、当方からお電話する場合があります。 

〒 

 

 

TEL:                                 FAX: 

E-mail: 

※FAX がない場合、メールアドレスを楷書で正確明瞭に記入ください 

希望支部 支部名（会場） 支部ＦＡＸ （一財）建築物管理訓練センター 

 北海道支部（札幌） FAX:011-615-7055（札幌市中央区北 3 条西 17-2-3） 

 東北支部（仙 台） FAX:022-265-5861（仙台市青葉区本町 1-12-30） 

 中部支部（名古屋） FAX:052-265-7537（名古屋市栄 2-1-10） 

 近畿支部（大 阪） FAX:06-4256-5375（大阪市西区江戸堀 2-6-33） 

 中国支部（広 島） FAX:082-273-8263（広島市西区己斐本町 2-9-3） 

 四国支部（徳 島） FAX:087-869-3785（高松市林町 2217-15） 

 九州支部（福 岡） FAX:092-481-5055（福岡市博多区博多駅前 1-15-12） 

 本  部（東 京） FAX:03-3805-7578（東京都荒川区西日暮里 5-12-5） 

講習会ＤＭ 各種講習会案内等の情報送付について、  受け取る ・ 受け取らない 

個人情報の

取り扱い 

本書により得た個人情報については、訓練に必要な範囲内においてのみ利用し、その他

の目的では利用致しません。 

 

※注1：希望コース（等級、講習内容）は必ず○をつけてください。 

※注2：支店、営業所名までご記入ください。 

※注3：必ず事業所住所をご記入ください。 

※注4：教材送付住所をご記入ください。事業所送付の場合、「同上」とご記入ください。 

     2022 年度 １級・２級・３級ﾋﾞﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ技能士 

  受 検 準 備 講 習 会 申 込 書 


