
第141回銀行業務検定試験  受験対策講座のご案内 
 

201８年10月2８日（日）実施の銀行業務検定試験に向けて、過去に出題頻度が高かった項目を重点的に 

わかりやすく解説します。今までの学習のまとめや弱点を補う最後の追込みに役立ちます。  

※受講料は消費税（８％）込の価格です。 

開催地 種 目 実施日 時 間 会 場 受講料 担当講師 定 員 

仙台 
財務２級 ９月22日 (土) 9:30 – 

16:30 
宮城自治労会館 

10,800円 南 俊基 80名 

法務２級 ９月29日 (土) 10,800円 中西 和幸 80名 

東京 

法務２級 

９月15日 (土) 

9:30 – 
16:30 

 
ベルサール西新宿 

11,880円 髙橋 恒夫 150名 

財務２級 11,880円 川崎 定昭 100名 

相続アドバイザー３級 9,720円 土橋 沙綾香 120名 

事業性評価３級 9,720円 小菅 章裕 40名 

営業店管理Ⅱ 11,880円 山岸 進 70名 

法務３級 

９月29日 (土) 

9,720円 河野 大直 100名 

年金アドバイザー３級 9,720円 沖倉 功能 70名 

事業承継アドバイザー３級 9,720円 川﨑 誠 40名 

営業店管理Ⅰ 11,880円 船越 良人 120名 

税務３級 10月6日 (土） 9,720円 土金 浩之 70名 

静岡 
法務２級 

９月29日 (土) 
9:30 – 

 16:30 
ふしみや貸会議室 

10,800円 古澤 陽介 50名 

財務２級 10,800円 吉良 安代 50名 

名古屋 

法務２級 
９月29日 (土) 

9:30 – 
 16:30 

名古屋サンスカイルーム 

10,800円 中西 正洋 70名 

法務３級 9,720円 山添 昌之 35名 

財務２級 
10月6日 (土) 

10,800円 篠藤 敦子 70名 

税務３級 9,720円 新開 章 35名 

金沢 
法務２級 

10月6日 (土) 9:30 –  
16:30 金沢勤労者プラザ 

10,800円 古澤 陽介 35名 

財務２級 10,800円 吉良 安代 70名 

三重 
法務２級 

9月22日 (土) 
9:30 –  

16:30 三重県教育文化会館 
10,800円 中西 正洋 50名 

財務２級 10,800円 篠藤 敦子 40名 

大阪 

法務２級 

10月6日 (土) 
 

9:30 – 
 16:30 

 

CIVI研修センター 
新大阪東 

11,880円 加藤 健一郎 90名 

法務３級 9,720円 甲谷 晋 40名 

財務２級 11,880円 西山 卓 50名 

年金アドバイザー３級 9,720円 木村 あきお 30名 

営業店管理Ⅰ 11,880円 船越 良人 80名 

営業店管理Ⅱ 11,880円 山岸 進 30名 

岡山 
財務２級 9月29日 (土) 10:00 – 

 17:00 
福武ジョリービル 

10,800円 竹内 心作 100名 

法務２級 10月13日 (土) 10,800円 加藤 健一郎 100名 

山口 営業店管理Ⅰ 10月7日 (日) 
9:30 – 

16:30 
海峡メッセ下関 10,800円 山岸 進 60名 

福岡 

法務２級 
 

10月6日 (土) 
 

9:30 –  
16:30 

九州ビル 

10,800円 瀬戸 祐典 120名 

法務３級 9,720円 田村 裕一郎 60名 

財務２級 10,800円 古川 肇 120名 

営業店管理Ⅱ 10月7日 (日) 福岡センタービル 10,800円 清水 暁 60名 

長崎 財務２級 10月7日 (日) 
9:30 –  

16:30 長崎県勤労福祉会館 10,800円 古川 肇 80名 

沖縄 法務２級 10月6日 (土) 
9:30 –  

16:30 沖縄産業支援センター 10,800円 木下 健太郎 60名 

〒162-8421 東京都新宿区市谷本村町3-21 
Tel：03‐3267‐4810 Fax：03‐3267‐4998 http://khk-blog.jp/ 

経済法令オフィシャルブログ 

※東京会場にて開催の事業性評価３級は「事業性評価３級問題解説集2018年10月受験用」をテキストとして使用いたしますので、事前にご購入願います。
当日会場でも販売いたします。 
※東京会場にて開催の事業承継アドバイザー３級は「事業承継アドバイザー３級問題解説集2018年10月受験用」をテキストとして使用いたしますので、事
前にご購入願います。当日会場でも販売いたします。 
 



銀行業務検定試験受験対策講座  申込書 FAX 03-3267-4998 

 

ご希望の開催地・種目の受講欄に○印をご記入ください。 

（ふりがな） 
お申込者名 

電 話   

Fax   

勤務先名  
（ｺｰﾄﾞ） （       ） 

部署名 
（ｺｰﾄﾞ） （       ） 

送付先住所 

〒 
 

自宅・勤務先（いずれかに○） 

※ ご記入内容等を確認させていただく場合がございますので、ご連絡先電話番号は日中連絡が取れる電話番号をご記入ください。 
※ 本申込書記載の個人情報に関しましては、商品の発送・入金管理・記載事項確認のために使用いたします。（1806） 

〒162-8421 東京都新宿区市谷本村町3－21  

㈱経済法令研究会 営業推進部 宛 
Tel: 03-3267-4810 Fax: 03-3267-4998 

☆受講料のお支払方法☆ 
◆受講料は前納です。下記口座までお振込みください。 
 ※開催地によりお振込み口座が分かれておりますので 

  ご注意ください。 
◆お振込み時の振込手数料につきましては、お申込者様の 
 ご負担でお願いいたします。 
◆入金後のキャンセルによる受講料の払い戻しはいたし 
 かねますので、あらかじめご了承ください。 

☞ 所定事項をご記入いただき、ＦＡＸもしくは郵送にて 
 お申込みください。 
☞ 当日のお申込みは受け付けておりません。必ず事前に 
 お申込みください。 
☞ 各会場の定員になり次第、締め切らせていただきます。 
  ※実施の１週間前頃からは、お申込み前にお電話にて 
     空き状況のご確認をお願いいたします。 

☆その他☆ 
◆受講票は受講料の入金確認後、講座の約1週間前までに 
 送付いたします。テキスト等は、当日に配布いたします。 
（書籍付き講座の場合は事前送付する場合がございます。） 
◆撮影・録音機器等の持込はご遠慮いただいております。 

  受講料の振込明細書貼付欄 
  

開催地 お振込先 

仙台・東京 

みずほ銀行 市ヶ谷支店 
（普）１５０８３６９ 
口座名義： ㈱経済法令研究会 

静岡・ 
名古屋・ 
金沢・三重 

三菱ＵＦＪ銀行 金山支店 
（普）０６４６２０９ 
口座名義：  
㈱経済法令研究会 名古屋営業所 

大阪・ 
岡山・山口 

りそな銀行 大阪営業部 
（普）０５３５８１９ 
口座名義： ㈱経済法令研究会 

福岡・ 
長崎・沖縄 

三菱ＵＦＪ銀行 福岡支店 
（普）１２１６０６４ 
口座名義： 
 ㈱経済法令研究会 福岡営業所 

お申込み・お問合せ先 

開催地 種 目 実施日 受講欄 

仙台 
財務２級 9月22日 (土) 

法務２級 9月29日 (土) 

東京 

法務２級 

 
9月15日 (土) 

財務２級 

相続アドバイザー３級 

事業性評価３級 

営業店管理Ⅱ 

法務３級 

9月29日 (土) 
年金アドバイザー３級 

事業承継アドバイザー３級 

営業店管理Ⅰ 

税務３級 10月6日 (土) 

静岡 
法務２級 

9月29日 (土) 
財務２級 

名古屋 

法務２級 
9月29日 (土) 

法務３級 

財務２級 
10月6日 (土) 

税務３級 

金沢 
法務２級 

10月6日 (土) 
財務２級 

三重 
法務２級 

9月22日 (土) 
財務２級 

大阪 

法務２級 

 
10月6日 (土) 

法務３級 

財務２級 

年金アドバイザー３級 

営業店管理Ⅰ 

営業店管理Ⅱ 

岡山 
財務２級 9月29日 (土) 

法務２級 10月13日 (土) 

山口 営業店管理Ⅰ 10月7日 (日) 

福岡 

法務２級 
 

10月6日 (土) 
 

法務３級 

財務2級 

営業店管理Ⅱ 10月7日 (日) 

長崎 財務2級 10月7日 (日) 

沖縄 法務2級 10月6日 (土)  枠内に受講料の振込明細書を貼付してください。 


