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組合員各位 

（協）西日本プラスチック購買センター 

理事長  宮 本  研 二 

 

  

平素は当購買センターの事業運営に関しまして、格別のご支援ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、標記の件、当購買センターでは昨年度に引き続き (一社)西日本プラスチック製品工業協会が人材

教育の一環として開催している講習会の一部を共催させて頂く事となりました。つきましては、該当の講習会

に参加される場合の受講費用を半額補助させて頂きます。 

人材育成を経営課題に挙げておられる組合員様も多い事と存じますので、この機会を是非ご活用頂き、

皆様の経営の一助としてお役立て下さいます様ご案内申し上げます。 

 

 

 

★受講費用の半額補助対象となる方 

（協）西日本プラスチック購買センターに加入頂いている組合員様 

 

※協同組合に加入されていない場合は補助対象外となります 

 

 

★受講料及び補助金額は加入団体によって異なります。 

（協）西日本プラスチック購買センター （一社）西日本プラスチック製品工業協会 対象受講料 半額補助対象 

加入 加入 会員 ○ 

加入 非加入 会員外 ○ 

非加入 加入 会員 × 

非加入 非加入 会員外 × 

※その他関連団体（西日本プラスチック工業健康保険組合、西日本プラスチック工業企業年金基金）への加入有無は受講費用

及び補助に影響しません。 

★受講料補助には人数に上限があります。ご注意下さい（詳細は裏面にてご確認下さい）。 

2021年度教育情報事業 

（協）西日本プラスチック購買センターが共催する 

西プラ講習会の受講費用を半額補助致します 



 2021年度教育情報事業 指定講座受講料半額補助の実施概要  

★コロナウイルス感染拡大防止の観点等により講座を延期又は中止とさせて頂く可能性があります。 

・予算額に達し次第、補助は終了とさせて頂きます。 

・指定対象講座以外の補助はできません。但し、状況によっては講座を追加させて頂く可能性があります。

今後補助対象講座を追加する場合はその都度ご案内致します。 

・記載の金額は全て【税込表記】となります。 

・当組合の組合員でも、（一社）西日本プラスチック製品工業協会に加入されていない場合、受講料は【会

員外】となります（詳細は裏面をご確認下さい）。 

・対象講座を受講される場合の受講料及び教材費も半額補助対象となります。但し、交通費や宿泊費等は

補助の対象外となります。 

・補助をご希望の場合は、【専用の申込用紙】で【当組合】へお申込下さい。直接（一社）西日本プラスチック

製品工業協会に申し込まれた場合は補助の対象外となりますのでご注意下さい。 

 

受講費用半額補助の上限について 
受講費用の補助利用回数は【1組合員あたりのべ 10回まで】とさせて頂きます。 

例）従業員 A氏が半額補助を利用してプラスチックスクール 1,2,3学期を受講された場合 

→ 補助利用回数はのべ 3回とカウント致します 

 

受講費用半額補助対象講座 
★各講座の詳細は別紙資料にてご確認下さい。 

※各講座には最少催行人数が設定されており、最少催行人数に達しない場合は中止となります。催行中止

の場合は実施日の 1週間前にご連絡をさせて頂きます。 

★受講料は加入されている団体によって異なります。詳細は前ページをご確認下さい。 

○通信教育講座：プラスチックスクール 
費用（1学期あたり）：会 員‥受講料が 33,000 円のところ⇒16,500 円で受講可能 

会員外‥受講料が 49,500 円のところ⇒24,750 円で受講可能 

※その他テキスト・教材費が別途必要です。購入される場合は教材費も半額補助対象となります。 

○ダイレクトブロー成形実技講座 基礎コース 
費用：会 員 受講料が 35,200円のところ⇒17,600 円で受講可能 

会員外 受講料が 52,800円のところ⇒26,400円で受講可能 

○技能検定学科講座（1・2・3級） 
費用：1,2級・・会 員 受講料が 22,000円のところ⇒11,000 円で受講可能 

会員外 受講料が 33,000円のところ⇒16,500円で受講可能 

費用：3級・・・会 員 受講料が 16,500円のところ⇒ 8,250 円で受講可能 

会員外 受講料が 24,750円のところ⇒12,375円で受講可能 

 

当事業に関するお問合せは 

（協）西日本プラスチック購買センター TEL：06-6538-6100 担当者：山下までお問合せ下さい。 

※講座の内容に関するお問合せにはお時間を頂く場合がございます。 
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テーマ別の開催で、プラスチックについて、学びたい分野だけでも、総合的にも学ぶことができます。
最小催行人数：各学期とも5名

第1回講義 2021年６月10日（木）

第2回講義 2021年７月15日（木）

第1回講義 2021年９月14日（火）

第2回講義 2021年１０月13日（水）

実機見学 2021年１１月２5日（木）

第1回講義 20２2年２月7日（月）

第2回講義 20２2年3月1日（火）

実機見学 20２2年３月１5日（火）

※『材料』実機見学なし、『成形』：実機見学、『金型品質』実機見学

会員：1学期あたり 33,000円、会員外：1学期あたり 49,500円

P18の申込書でお申し込み下さい。

テキスト・教材

受講料（税込）

全学期共通
会員：6,000円（税込）、会員外：7,000円（税込）
「プラスチック読本」（第22版）㈱プラスチックス・エージ刊
「プラスチック手帳」

（地独）大阪産業技術研究所 和泉センター未　定
決定次第お知らせ致します。

※状況によりオンラインで実施する場合があります。

日常業務で行わない成形や使用しない材料について学べた。

実機見学

実機見学

実機見学（※）

実機見学

CM743430
テキスト ボックス
（協）西日本プラスチック購買センター　共催講座

CM743430
テキスト ボックス

CM743430
テキスト ボックス
専用
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　本講座は、ダイレクトブロー成形作業の経験があまりない方を対象としています。
　ダイレクトブロー成形の基礎やダイレクトブロー成形現場で日々発生する不良につい
て、語句の説明・現象の説明だけでなく、実際にダイレクトブロー成形機を用いた実演
によって、発生原因まで掘り下げた内容を知識として習得できる講座です。ダイレクト
ブロー成形に関連する作業に従事する場合に必要な基礎教育として適切な講座です。

2021 年 10月 26日（火）

会員：35,200円、会員外：52,800円

（（地独）大阪産業技術研究所 和泉センター内）

機械を実際に見ながら基本的な説明を受けることができ、分かりやすかった。

P18の申込書で、事務局までFAX（06-6538-6200）にてお申込み下さい。
※申込み3日経過後、受付印の返信がない場合は、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
キャンセルにつきましては、セミナー開催日の3日前から（土・日・祝日含まず）受講料を申し受けます。
E-ｍａｉlによるお申込みが可能な講座です。　宛先 kyokai@nishipla.or.jpまでお申込み下さい。

（一社）西日本プラスチック製品工業協会

（税込）

＜個人情報の取扱いについて＞
　お預かりした個人情報は、セミナー運営の範囲内で利用させて頂きます。原則として、ご本人の承認なしに、
　上記目的以外に個人情報を利用または第三者に提供する事は致しません。

5 4

CM743430
テキスト ボックス
（協）西日本プラスチック購買センター　共催講座

CM743430
テキスト ボックス

CM743430
テキスト ボックス
専用
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１級・２級：2021年８月２日（月）午前10時～午後4時

３級：2021年12月15日（水）午前９時30分～午後12時

1級・2級　22,000円
3級　16,500円

1級・2級　33,000円
3級　24,750円

P18の申込書で、事務局までFAX（06-6538-6200）にてお申込み下さい。
※申込み3日経過後、受付印の返信がない場合は、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
キャンセルにつきましては、セミナー開催日の3日前から（土・日・祝日含まず）受講料を申し受けます。
E-ｍａｉlによるお申込みが可能な講座です。　宛先 kyokai@nishipla.or.jpまでお申込み下さい。

（一社）西日本プラスチック製品工業協会

１級・２級　午前10時～午後４時／３級　午前９時３０分～午後１２時

（税込）

＜個人情報の取扱いについて＞
　お預かりした個人情報は、セミナー運営の範囲内で利用させて頂きます。原則として、ご本人の承認なしに、
　上記目的以外に個人情報を利用または第三者に提供する事は致しません。

未　定
決定次第お知らせ致します。

※状況によりオンラインで実施する場合があります。

CM743430
テキスト ボックス
（協）西日本プラスチック購買センター　共催講座

CM743430
テキスト ボックス

CM743430
テキスト ボックス
専用
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2021

教　　　材

実務
経験年数　

実務
経験年数　

申込テーマ 『材料』　　　『成形』　　　『金型・品質』

【FAX（06-6538-6200）にてお申込み下さい。】
※申込み3日経過後、受付印の返信がない場合は、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
キャンセルについては、諸準備の都合上、受講料を申し受ける場合があります。ご了承下さい。

貴社名

ふ 　り　 が 　 な

ふ 　り　 が 　 な

ふ 　り　 が 　 な

CM743430
テキスト ボックス

CM743430
テキスト ボックス

CM743430
テキスト ボックス

CM743430
テキスト ボックス
○受講料のお支払い方法は銀行振込のみとなります。お振込先：りそな銀行　大阪営業部　　　　　　普通預金　３４８４１２０協同組合　西日本プラスチック購買センター

CM743430
テキスト ボックス
（協）西日本プラスチック購買センター　共催講座教育情報事業　専用申込書
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