
＊料金は団体受講料

1st ステップ 2nd ステップ 3rd ステップ

多くの通信教育講座の中で「自分に合った」通信教育を探し出すのは一苦労です。そんな時はテーマを一つに絞り、そのテーマに
沿った講座群の中から選択してみることをおすすめします。JTEX通信教育では、各テーマごとに難易度の違った講座をご用意して
おり、ステップを踏んで体系的に学習を進めることが可能になっています。

受講期間／4か月　受講料／18,360円
改善と提案の実践

受講期間／3か月　受講料／15,120円
わかりやすい電気保全

受講期間／4か月　受講料／18,360円
オペレータの保全実務

受講期間／2か月　受講料／9,720円
みんなの5S「基本のキ」 現場力を高める「見える化」の実践

受講期間／2か月　受講料／14,040円
儲かる5Sによる収益改善

受講期間／3か月　受講料／17,280円

受講期間／3か月　受講料／14,040円
作業カイゼンと提案のすすめかた

現場のムダの見つけ方取り方

受講期間／2か月　受講料／14,040円
ものづくり現場の問題解決入門 受講期間／2か月　受講料／14,040円 ものづくり現場の

「カイゼン3つのスキル」
受講期間／3か月　受講料／19,440円

受講期間／2か月　受講料／14,040円

現場力を高める
「ポカヨケ実践とチョコ停対策」

トラブル分析「5 Why」
受講期間／2か月　受講料／14,040円

現場における「不良対策の進め方」
受講期間／2か月　受講料／14,040円 なぜなぜ分析による

「トラブル防止の仕組みづくり」
受講期間／3か月　受講料／17,280円

受講期間／2か月　受講料／14,040円

現場力を高める
「コストの考え方」入門 職場の効果的コストダウン

受講期間／3か月　受講料／19,440円
事例で学ぶExcelを使った統計的手法

受講期間／4か月　受講料／18,360円

受講期間／2か月　受講料／9,720円
品質管理「基本のキ」

現場に役立つ品質管理
受講期間／3か月　受講料／20,520円

現場で役立つQC検定 
受験準備コース（2級／3級）

受講期間／3～4か月
受講料／19,440～25,920円

受講期間／2か月　受講料／9,720円
みんなの安全「基本のキ」

事例で学ぶヒューマンエラー対策講座
受講期間／3か月　受講料／17,280円 職場の安全衛生管理

受講期間／3か月　受講料／16,200円ゼロ災害のための「現場の安全対策」
受講期間／3か月　受講料／17,280円

受講期間／2か月　受講料／14,040円
わかりやすい自主保全 技能検定1・2級

わかりやすい「機械保全」
受講期間／6か月　受講料／27,000円

受講期間／2か月　受講料／12,960円
絵で見てわかる油圧・空気圧機器

受講期間／3か月　受講料／15,120円
油圧・空気圧機器（基礎／活用）

以下の表を参考に、ご自身だけのステップアッププログラムを見つけてみませんか？

ステップアッププログラム

安全

保全・油空圧

5S・見える化

カイゼン

トラブル防止

コスト低減

品質管理

現場力（生産・製造）

ご自身の立場・必要知識に応じた通信教育講座をチョイス!!
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1st ステップ 2nd ステップ 3rd ステップ

受講期間／3か月　受講料／16,200円
知的財産権入門

受講期間／3か月　受講料／17,280円

技術者のための
「設計実務の基礎と考え方」

受講期間／3か月　受講料／17,280円

技術者のための
「設計製図勘どころ」

伝えるための
技術文書作成講座

受講期間／3か月　受講料／20,520円

受講期間／3か月　受講料／17,280円
とことんやさしい「図面の読み方」

受講期間／3か月　受講料／17,280円

設計者のための
「製造の基礎知識」

技術者のための
「コスト競争力アップ」

受講期間／3か月　受講料／17,280円
品質工学入門
（タグチメソッド入門）

受講期間／3か月　受講料／18,360円
設計者のための「安全の着眼点」

受講期間／3か月　受講料／17,280円

よくわかるIoT技術の基礎
受講期間／3か月　受講料／19,440円

JISにもとづく製図法
受講期間／4か月　受講料／18,360円

受講期間／3／2か月　
受講料／16,200／11,880円

“してはいけない”で学ぶ
ものづくりのコツ
（総合編／作業工具と測定工具編） 機械工学の基礎

受講期間／4か月　受講料／17,280円

受講期間／2か月　受講料／11,880円
具体例で学ぶ機械のしくみ

材料力学
受講期間／3か月　受講料／17,280円

受講期間／4か月　受講料／18,360円
基礎から学ぶ材料 ものづくりの切り札

「新素材」を学ぶ
受講期間／2か月　受講料／15,120円

受講期間／2か月　受講料／11,880円
やさしいエレクトロニクス

エレクトロニクスの基礎
受講期間／4か月　受講料／17,280円 図解で学ぶ電気の基礎

̶電気の性質とその利用̶
受講期間／3か月　受講料／17,280円

材料強さ学
受講期間／3か月　受講料／17,280円

基礎から学ぶ電気理論
受講期間／3か月　受講料／16,200円

受講期間／3か月　受講料／8,640円
基礎数学 基礎電気数学

受講期間／3か月　受講料／12,960円
工業数学の基礎

受講期間／4か月　受講料／17,280円

受講期間／4か月　受講料／17,280円
やさしい工場化学

知って納得！化学物質の話
受講期間／2か月　受講料／15,120円

危険物取扱者受験講座（乙種）
受講期間／4か月　受講料／12,960円

毒物劇物取扱者受験講座
受講期間／3か月　受講料／19,440円

危険物取扱者受験講座（甲種）
受講期間／4か月　受講料／17,280円

受講期間／2か月　受講料／12,960円

絵で見てわかる
シーケンス制御

シーケンス制御の基礎
（自動化のしくみ）

図解  シーケンス／
シーケンサ回路の基礎

受講期間／3か月　受講料／17,280円 受講期間／3か月　受講料／18,360円

＊料金は団体受講料

技術者基礎

機械

材料

電気・電子

数学

化学・繊維

制御

ものづくり（技術）
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＊料金は団体受講料

1st ステップ 2nd ステップ 3rd ステップ

受講期間／4か月　受講料／25,920円
第一種電気工事士受験講座

受講期間／6か月　受講料／43,200円
挑戦！電験二種受験合格講座受講期間／4か月　受講料／27,000円

第二種電気工事士受験講座

受講期間／6か月　受講料／33,480円

エネルギー管理士受験講座
（熱分野／電気分野）

電気主任技術者
電験三種受験講座

受講期間／6か月　受講料／30,240円

受講期間／3か月　受講料／19,440円
毒物劇物取扱者受験講座危険物取扱者受験講座

（甲種）
受講期間／4か月　受講料／17,280円

危険物取扱者受験講座
（乙種）

受講期間／4か月　受講料／12,960円

エネルギー管理士受験講座
（熱分野／電気分野）

受講期間／6か月　受講料／33,480円

生産管理プランニング
2級コース（A／B）

受講期間／4か月　受講料／20,520円

職場の報連相「基本のキ」
受講期間／2か月　受講料／9,720円

さわやか電話応対
「基本のキ」

受講期間／2か月　受講料／9,720円

コミュニケーション
「基本のキ」

受講期間／2か月　受講料／9,720円

書く力「基本のキ」
̶報告書・レポート̶

受講期間／2か月　受講料／9,720円

社会人のお金「基本のキ」
受講期間／2か月　受講料／9,720円

ビジネスマナー「基本のキ」
受講期間／1か月　受講料／6,480円

安全とマナー「基本のキ」
受講期間／2か月　受講料／9,720円

みんなの安全「基本のキ」
受講期間／2か月　受講料／9,720円

生産管理プランニング
3級コース

受講期間／4か月　受講料／18,360円

生産管理オペレーション
2級コース（A／B）

受講期間／4か月　受講料／20,520円

生産管理オペレーション
3級コース

受講期間／4か月　受講料／18,360円

ロジスティクス管理
2級コース

受講期間／4か月　受講料／19,440円

ロジスティクス管理
3級コース

受講期間／4か月　受講料／17,280円

ロジスティクス・オペレーション
2級コース

受講期間／4か月　受講料／19,440円

ロジスティクス・オペレーション
3級コース

受講期間／4か月　受講料／17,280円

品質管理「基本のキ」
受講期間／2か月　受講料／9,720円

差がつく物流「基本のキ」
受講期間／2か月　受講料／9,720円

みんなの5S「基本のキ」
受講期間／2か月　受講料／9,720円

受講期間／4か月　受講料／20,520円
二級ボイラー技士受験講座

受講期間／4か月　受講料／20,520円
消防設備士受験講座

電気系資格

化学系資格

設備系資格

テクノロジストシリーズ

資格取得準備

●ビジネススキル

● 生産・製造

基礎を固める「基本のキ」シリーズ
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