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厚生労働省告示のクレーン等運転関係技能講習規程

及び玉掛け技能講習規程で示 された学科教育等の科

日、範囲及び時間に応 じた構成の技能講習用のテキス

トです。

床上操作式クレーンの運転

床上で操作 し荷の移動とともに移動するクレーン (5t

以上)の運転に必要な資格取得のための講習用テキス

トです。カラー印刷とし、写真、イラス ト等により見

やすく理解 しやすい内容となっています。

(コ ー ドM1308)B5版  1,705円 (本体1,550円 +税 )

小型移動式クレーンの運転

積載形 トラッククレーン等5t未満の移動式クレーン

の運転に必要な資格取得のための講習用のテキス トで

す。、多数の写真を掲載 したカラー印刷とし、イラス ト

等により見やすく理解 しやすい内容となっています。

(コ ー ド商1309)B5版  1,705円 (本体1,550円 +税 )

玉掛け作業者必携

つり上げ荷重がlt以上のクレーン、移動式クレーン

等の玉掛け作業に必要な資格取得のための講習用のテ

キス トです。カラー印刷とし、写真 。図表・イラス ト

等を多数掲載し、実作業にも利用できる内容としてい

ます。また、日本クレーン協会規格「つリクランプ」

及び「つリハッカー」の抜粋を付録に盛り込みました。

(コ ードNQ1 311)B5版  1,650円 (本体1,500円 +税 )

厚生労働省告示のクレーン取扱い業務等特別教育規

程及びゴンドラ取扱い業務特別教育規程等で示された

学科教育等の科日、範囲及び時間に応 じた構成の特別

教育用のテキス トです。

クレーンの運転

つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転に必要な特

別教育用のテキス トです。カラー印刷として理解 しや

すく解説 しており、また、無線操作式のクレーンの操

作についても項目を設けるなど実作業の参考となる内

容となっています。

(コ ー ド陶1410)B5版  1,705円 (本体1,550円 +税 )

移動式クレーンの運転

つり上げ荷重がlt未満の移動式クレーンの運転に必

要な特別教育用のテキス トです。数多くの図、イラス

ト等を使用 しており、移動式クレーンの種類、安全装

置等に関する知識、原動機や力学について理解 しやす

い内容となっています。

(コ ー ド陽0413)B5版  1,676円 (本体1,524円 +税 )

玉掛けの業務

つり上げ荷重がlt未満のクレーン、移動式クレーン

等の玉掛け作業に必要な特別教育用のテキス トです。

図、イラス ト等により理解 しやすい内容となっていま

す。

(コ ー ド商1411)B5版  1,705円 (本体1,550円 十税)

●二 _……

技能講習用テキス ト

(※ コー ドNo.が 1000番台のテキス トは、墜落制止用器具に係る改正を踏まえた改訂版となっています。)



ゴンドラの取扱いと操作

ゴン ドラを操作するために必要な特別教育用のテキ

ス トです。最新情報を盛 り込むとともに可搬型ゴン ド

ラの設置に関する項目を掲載 し、カラー印刷で写真を

増やして見やすい編集としています。

(コ ー ドNQ041 4)B5版 1,571円 (本体1,429円+税 )

建設用リフトの運転

建設用 リフ トを運転するために必要な特別教育用の

テキス トです。各種の建設用 リフ トの図を掲載 して具

体的に解説 しています。また、形式の類似 した工事用

エレベーターについても触れ、この設置、取扱いに携

わる方々に役立つ内容となっています。

(コ ー ド陽1405)B5版  1,760円 (本体1,600円+税 )

ロープ高所作業の安全

ロープ高所作業に係る特別教育用のテキス トです。

代表的なロープ高所作業である法面作業、ビルクリー

ニング作業について記載 しています。カラー印刷でロー

プ等の写真、災害事例イラス トを掲載 して見やすい編

集としています。

(コ ー ドm1412)B5版  1,595円 (本体1,450円 +税 )

クレーン・デリック運転士

(ク レーン限定解除)教本

5t未満のデリックを運転するために必要な特別教育

用のテキス トです。

各種デリックの種類、構造、電気、力学等について

詳細な解説をしています。デリックに関する知識、関

係法令等の部分を利用 し、クレーン・デリック運転士

(ク レーン限定解除)試験の受験用教本としても利用で

きます。

(コ ー ドM1209)B5版  2,200円 (本体2,000円 十税)

厚生労働省より示されている安全衛生教育指針に基

づいて、クレーン運転士等の資格を取得 した後、現に

クレーンの運転等の業務に従事している方に対 し、技

術の進歩、災害の動向、法令改正等について、おおむ

ね5年 ごとに行 うこととされている安全衛生教育用の

テキス トです。

本テキス トは、運転士の資格取得者だけでなく、技

能講習修了者、特別教育修了者にも対応 しています。

クレーン運転の安全

クレーン運転士免許等取得後の教育用テキス トで、

インバーター制御について詳細な記載を追加 したほか、

安全装置 。取扱い 。保守管理、最新の災害統計、災害

事例等についてカラー印刷で分かりやすく解説 してい

ます。

(コ ー ドm1501)B5判  1,815円 (本体1,650円+税 )

移動式クレーン運転の安全

移動式クレーン運転士免許等の資格取得後の安全衛

生教育用テキス トで、進歩の著 しい安全装置を中心に

最新の情報を盛り込み、安定性、作業環境、作業計画、

検査 。整備、最新の災害統計、災害事例等の項目につ

いて詳細に解説するとともに、最近増加 しているクレー

ン機能付き車両系建設機械についてもカラー印刷で分

かりやすく解説 しています。

(コ ー ド陽0502)B5判  1,782円 (本体1,620円+税 )

玉掛作業の安全

玉掛け技能講習修了後の教育用テキス トで、最新の

クレーン等についてカラー写真で具体的に解説すると

ともに、各種つり具、玉掛 け用具、力学、作業計画、

最新の災害統計、災害事例等について分かりやすく解

説 しています。

(コ ー ド|も0504)B5半l1 1,782円 (本体1,620円+税 )
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安全衛生教育用テキス ト



クレーン・デリック、クレーン限定、移動式クレー

ンの各運転士免許試験受験用のテキスト及び問題集で

す。クレーン関係法規書と併せて利用すると最適です。

クレーン・デリック運転士教本

5t以上のクレーン及び5t以上のデリックの運転に必

要な「クレーン。デリック運転士免許」取得用のテキ

ストです。クレーン及びデリックに関する知識、取扱い、

電気、力学等について分かりやすく解説しています。

(コ ード隆1206)B5版 2,090円 (本体1,900円 +税 )

クレーン運転士教本

5t以上のクレーンの運転に必要な「クレーン・デリッ

ク運転士免許 (ク レーン限定)」 取得用のテキストです。

クレーンに関する知識、取扱い、電気、力学等につい

て分かりやすく解説しています。

床上運転式限定免許の取得を目指す方もこのテキス

トが適切です。

(コ ー ド隆 1207)B5版  1,815円 (本体 1,650円 +税 )

移動式クレーン運転士教本

5t以上の移動式クレーンの運転に必要な「移動式ク

レーン運転士免許」取得用のテキストです。最新の移

動式クレーンに関する知識、取扱い、電気、力学等に

ついて分かりやすく解説しています。

(コ ー ド阻 0210)B5版  1,925円 (本体 1,750円 +税 )

クレーン・デリック運転士

(ク レーン限定解除)教本

クレーン限定免許を有 している方が限定解除試験 (デ

リックの運転資格取得)を 受けようとするときの受験

用テキス トです。デリックに関する知識、取扱い等に

ついて詳細に分かりやすく解説 しています。

(コ ー ドm1209)B5版  2,200円 (本体 2,000円 十税)

クレーン・デリック運転士免許

(限定免許)試験標準問題集

クレーン限定免許試験の受験用の練習問題集です。

クレーンに関する知識、原動機 。電気、力学、法令に

ついて、それぞれ100題以上の問題を掲載 しています。

クレーン運転士教本と併用すると効果的です。

(コ ー ドNQ1208)B5版  1,815円 (本体 1,650円 +税 )

移動式クレーン運転士試験

標準問題集

移動式クレーン運転士免許試験の受験用の練習問題

集です。移動式クレーンに関する知識、原動機 。電気、

力学、法令について、それぞれ100題以上の問題を掲

載 しています。移動式クレーン運転士教本と併用する

と効果的です。

(コ ー ドM1205)B5版 1,815円 (本体1,650円 +税 )

運転士免許試験

公表試験問題及び解答解説

(公財)安全衛生技術試験協会から公表された各期間

に実施 された運転士免許試験問題及び解答について、

当協会が解説を加えたものです。

平成27年度実施分から年1回の発行としました。

《クレーン・デリック運転士公表試験問題》

●平成 28年 1月 ～ 6月 実施分   (コ ード陽 0281)

●平成 29年 1月 ～ 6月 実施分   (コ ード陽 0283)

各 A5版 642円 (584円 +税 )

●平成 30年 1月 ～ 6月 実施分   (コ ードNQ 0285)

●平成 31年 1月 ～令和元年6月 実施分

(コ ードiわ 0287)

A5版1 660円 (600円 +税 )

《移動式クレーン運転士公表試験問題》

●平成 28年 1月 ～ 6月 実施分   (コ ード陽 0282)

●平成 29年 1月 ～ 6月 実施分   (コ ード陽 0284)

各 A5版 642円 (584円 +税 )

●平成 30年 1月 ～ 6月 実施分   (コ ード陽 0286)

●平成 31年 1月 ～令和元年6月 実施分

(コ ードlわ.0288)

A5版  660円 (600円 +税 )
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クレーン等安全規則等に示されている定期自主検査

等の規定に基づき、厚生労働省より公表された定期自

主検査指針等の解説書及び点検表です。

天丼クレーンの

定期自主検査指針・同解説

厚生労働省より公表された「天丼クレーン定期自主

検査指針」の解説部分について、天丼クレーンの年次

の定期自主検査用として発行したもので、ホイス ト式

天丼クレーンについても記載しています。

(コ ードNo 1612)B5判  2,640円 (本体2,400円 +税 )

移動式クレーンの

定期自主検査指針解説

厚生労働省より公表された「移動式クレーン定期自

主検査指針」の解説部分について、年次の定期自主検

査用として発行したもので、平成30年2月 の構造規格

改正にも対応しています。

(コ ード陽 1602)B5半1 2,145円 (本体 1,950円 +税 )

移動式クレーン自主検査指針等の解説

厚生労働省通達の「移動式クレーンの定期自主検査

指針」 (月 例)及び「移動式クレーンの作業開始前点検

指針」に解説を加えたものです。移動式クレーンの月

例の自主検査用及び作業開始前の点検用として発行し

たものです。

(コ ードNQ 0604)B5判  1,527円 (本体 1,389円 +税 )

クレーン機能を備えた油圧ショベルの

クレーン部分に係る

定期自主検査実施要領の解説

当協会が定めた「クレーン機能を備えた油圧ショベ

ルのクレーン部分に係る定期自主検査実施要領」に解

説を加えた年次の定期自主検査用の解説書です。最新

の写真を多く採用 し災害事例も具体的なものとし、関

連する基本的な通達も盛り込んでいます。

(コ ードNo 0614)B5判  1,200円 (本体 1,091円 +税 )

積載形 トラッククレーンの

定期自主検査要領・解説

移動式クレーンのうち積載形 トラッククレーンの検

査項目・判定基準等について、当協会の委員会の検討

結果を取 りまとめた年次の定期自主検査用の解説書で

す。

(コ ードNo 0613)B5判  1,527円 (本体 1,&〕9円 +税 )

移動式クレーン整備の手引き

移動式クレーンの整備者の参考書で、共通編として

機械要素、油圧機器、検査用機器、エンジンの構造と

整備、溶接、荷重試験、個別編 として、旋回・起伏・

伸縮・走行装置等整備に必要な専門知識について解説

しています。

(コ ー ドぬ 0605)B5判  3,667円 (本体 3,334円 十税)

ゴンドラの定期自主検査指針解説

厚生労働省より公表された「ゴンドラの定期自主検

査指針」に解説を加え、最近の機種、装置等に関する

写真を採用 し、ゴンドラの月例の定期自主検査用とし

て発行したものです。

(コ ード陽 0606)B5半 1 1,650円 (本体 1,500円 +税)

法で保存が義務づけられている自主検査の結果記録

表です。指針等で示された項目を網羅 しています。

天丼クレーン定期自主検査表 (年次・月例)

天丼クレーンの年1回の年次定期自主検査の結果を記

録する表 (チ ェックリス ト)及 び月例の定期自主検査

の結果を記録する表です。年次点検1回分と月例点検12

回分で1冊 となっています。 トロリ式及びホイス ト式の

どちらにも使用できるものとなっています。

(コ ード商 0615)A4判  1冊 消費税込 400円

移動式クレーン定期自主検査表 (年次・月例)

移動式クレーンの年1回 の年次定期自主検査の結果を

記録する表 (チ ェックリス ト)及び月例の定期自主検

査の結果を記録する表です。年次点検1回分と月例点検

12回分で1冊 となっています。

(コ ー ド陽 0616)A4判  1冊 消費税込 400円
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自主検査表



E:ヨ図技術関係

クライミングクレーンの組立・解体

安全作業基準解説

クレーンの組立・解体作業指揮者の安全教育用のテ

キス トで、クライミングクレーンの組立・解体作業手順、

安全作業について解説 しています。

最近、ワイヤロープ式に替わって使用されるように

なっているチェーン式のクライミングクレーンに係る

項目を新たに章立てして加え、油圧式についても最新

の内容に更新 して、平成30年に改訂版を発行 したもの

です。

(コ ードNo.0822)A4版  2,640円 (本体2,400円 +税 )

クレーン管理技術者必携
～クライミングクレーン・管理の手引き～

クライミングクレーンの選定から組立 。解体までの

管理手法について記載 した管理技術者のためのテキス

トで、実施例を含め、構造計算例、基礎計画等詳細に

解説 しています。

建設業やリースレンタル業のクレーンの管理技術者

の育成のためのテキス トとしても利用できます。

(コ ー ド陽0820)A4判  4,400円 (本体 4,000円 +税 )

工事用エレベーターの組立 (解体・

クライミング)安全作業マニュアル

工事用エレベーターの組立・解体作業指揮者の安全

教育用テキス トで、工事用エレベーターの組立 。解体

作業手順、安全作業について解説 しています。

(コ ー ドNo 0818)A4判  2,037円 (本体 1,852円 十税)

クレーンの送配電線

接近作業マニュアル

感電災害のおそれがある送配電線の近 くでの移動式

クレーン作業について、感電災害防止の安全対策等を

解説 しています。

(コ ー ド阻 0811)A4判 1,018円 (本体 926円 十税)

玉掛け作業の安全に係る

ガイドラインの解説

厚生労働省から公表された「玉掛け作業の安全に係

るガイドライン」について解説を加えるとともに、参

考資料を掲載しています。

(コ ードNQ 0804)A5判 815円 (本体 741円 +税 )

玉掛作業マニュアル

玉掛け作業において参考 となる玉掛け用具の種類、

使用方法、点検及び基本作業等について、玉掛け用具

を中心に解説 しています。

(コ ー ドNo 0812)B5判  1,018円 (本体 926円 +税 )

クレーン用ワイヤロープの

取扱いの手引き

ワイヤロープの取扱いや廃棄基準等の講習会用テキ

ス トで、クレーン用及び玉掛け用ワイヤロープの基本

的な知識、損傷状態、点検、廃棄等ワイヤロープの管

理に必要な事項について写真を多 く使って解説 してい

ます。

(コ ー ド陽0819)B5判  2,200円 (本体 2,000円 +税 )

クレーン等に使用されるワイヤロープ

の簡易点検 (下敷き)

クレーンの巻上用等のワイヤロープの断線、損傷状

態のカラー写真の入ったロープ点検時の参考 となる現

場での使用に適 した下敷きです。

(コ ー ド陽 0808)A4判 消費税込 400円

玉掛け用ワイヤロープの

簡易点検 (下敷き)

玉掛け用ワイヤロープの断線、損傷状態のカラー写

真の入ったロープ点検時の参考となる現場での使用に

適 した下敷きです。

(コ ー ドNo 0809)A4判  消費税込 400円

玉掛け用ワイヤロープの

簡易点検 (下敷き)(英語版)

(コ ー ドl燈 0810)A4半 1 消費税込 400円

クレーン等の災害事例とその対策

月刊誌「クレーン」に掲載した災害事例 (ク レーン

48件、移動式クレーン65件、その他計118件)を機種

別に編集したイラスト入りの災害事例集です。

(コ ードNo 0814)A4判  3,055円 (本体2,778円 十税)

クレーン等用語辞典

当協会で作成 したクレーン、移動式クレーン等に関

する構造、機械等の用語をまとめた辞典です。

(コ ー ド陽0806)A5版  2,750円 (本体2,500円 +税 )

― ―



小冊子

クレーン等の製造、使用等について規定されている

労働安全衛生法、同施行令、労働安全衛生規則、クレー

ン等安全規則及び関係規格、規程等についてクレーン

等安全規則を中心に分かりやすく編集 しています。

クレーン等安全規則

クレーン等安全規則、関連告示及び労働安全衛生法、

同施行令、労働安全衛生規則の関連条文を対照表形式

にまとめて掲載 しています。免許試験の受験準備用テ

キス トとして効果的です。

(コ ー ドNo l1 01)A5判  825円 (本体 750円 +税 )

クレーン等安全規則の解説

クレーン等安全規則のクレーン、移動式クレーン、

デリック、エレベーター、簡易 リフ ト、建設用 リフ ト、

玉掛け等の各条文ごとに関係する労働安全衛生法、労

働安全衛生規則等を付記するとともに、通達で示 され

た内容を解説又は解釈例規として掲載 し、理解 しやす

く編集 したものです。

(コ ー ドIね 1106)A5判  2,750円 (本体 2,500円 +税 )

クレーン等各構造規格の解説

クレーン構造規格、移動式クレーン構造規格、デリッ

ク構造規格、エレベーター構造規格、簡易 リフ ト構造

規格、建設用 リフ ト構造規格及びクレーン又は移動式

クレーンの過負荷防止装置構造規格について、各条文

に解説及び解釈例規を記載 し、理解 しやすく編集 した

ものです。平成30年2月 の構造規格改正後の内容となっ

ています。

(コ ー ドM l107)A5判  2,310円 (本体2,100円 +税 )

ゴンドラ安全規則・

ゴンドラ構造規格の解説

ゴン ドラ安全規則及びゴン ドラ構造規格について、

通達等で示された内容を解説及び解釈例規 を掲載 し、

理解 しやすく編集 したものです。平成30年2月 の構造

規格改正後の内容となっています。

(コ ー ドNQl1 05)A5判  1,980円 (本体 1,800円 +税 )

クレーン作業の安全等について、イラストや表を用

い、カラー印刷で16ベ ージに分かりやすくまとめた絵

で学ぶ小冊子です。各種教育用の補助テキストとして

も活用できます。

●あなどるな床上操作式クレーンの運転

つり荷の近 くで操作する床上操作式クレーンの運

転に特徴的な安全上の注意事項について説明 してい

ます。

(コ ー ド陽 0704)B6版 消費税込 100円 )

●あなどるな小型移動式クレーンの運転

転倒災害の多い小型移動式クレーンの運転に特徴

的な安全上の注意事項について説明 しています。

(コ ー ドぬ 0713)

●玉掛け作業の基本

玉掛け用具の選定、ロープの掛け方から作業終了

までの玉掛けの作業の基本的なポイン トについて説

明 しています。

(コ ー ド隆 0716)

●安全な玉掛け作業 (つ リクランプ・ハッカー編)

鋼板等板状のつり荷に使用されるつリクランプ。

ハッカーの安全な使い方や注意事項について説明し

ています。

(コ ードNQ 0718)

●クレーン及び移動式クレーンの点検・検査

法令で定められた定期自主検査・性能検査・変更

検査等について分かりやすく説明 しています。

(コ ー ドNQ 0719)

(コ ー ドNo 0713、 0716、 0718、 0719)

各 B6版 消費税込 150円 )

__二 ●

クレーン等関係法規



月刊誌、その他の販売

月刊誌「クレーン」

クレーンに関する技術、行政通達、災害・事故防止

のための各種の最新情報を掲載 して月1回発行 し、会員

に送付するとともに一般販売 しています。

A4版 836円 (本体 760円 +税 )

クレーン年鑑

1年間におけるクレーン関係の製造、設置、災害発生

状況や関連規格一覧、当協会の動向等を掲載していま

す。

B5版 2,640円 (本体 2,400円 十税)

定期自主検査済ステッカー

クレーン、移動式クレーンの年次の定期自主検査済

のステッカーです。当協会の天丼クレーン、移動式ク

レーン等の定期自主検査者安全教育を修了 した方を対

象に販売 しています。

(コ ー ドm5001)1枚  消費税込 205円

吹流し (JCA335型 )

建設等の現場で、クレーン作業中の風速を知る目安

として当協会が開発 した吹流 しです。

吹流 しの概要は、当協会のホームページ (図書・用品)

をご覧ください。

消費税込、送料込 13,240円

日本クレーン協会規格

日本クレーン協会が作成 している規格を取り扱って

います。

日本クレーン協会規格 (JCAS)

日本クレーン協会規格に係るお問い合わせ、ご購入

は当協会本部技術普及部あて (電話03‐ 5569‐ 1914)

にお願いします。規格の名称、定価等は当協会ホーム

ページ (調査・研究)を ご覧ください。

各種教育等修了証

特別教育及び安全衛生教育用の修了証でビニール製

の表紙で作成 しています。

特別教育修了証は各種特別教育用 として使用できま

す。

また、安全衛生教育修了証は各種安全衛生教育用 と

して使用できます。

●特別教育修了証

(コ ー ドM1011)

●安全衛生教育修了証

(コ ー ドNQ 1024)

消費税込 各 150円

― ―



こ購入については、当協会の最寄りの支部 (下記)へ、電話またはファクシミリでお問い合わせ、お申し込みください。

送料は実費を別途こ負担いただきます。

なお、できる限り日程に余裕を持つて (少なくとも 10日程度)お申し込みください。

【図書等のご購入について】

に 分
一般社団法人 日 本 ク レ ー ン 協 会

〒136-0082 東京都江東区新木場 1-11-7
TEL 03-5569-1914 FA× 03-5569-1916
http://WWW.Cranenet.or.ip

＼

___二 ●

支 部 名 郵便番号 住 所 電 話 番 号 F A X

北海道支部 060‐0061 北海道札幌市中央区南1条西10丁目3番地 南1条道銀ビル2F 011(271)8240 011(271)7611

東北支部 980-0014 仙台市青葉区本町 2‐ 10‐33 第2日本オフィスビル7F 022(263)3307 022(796)5211

茨城支部 310-0803 茨城県水戸市城南 1‐2‐10 水戸城南ビル5F A号室 029(306)9991 029(306)9992

群馬支部 371¨0233 群馬県前橋市横沢町610 027(283)1671 027(283)8531

埼玉支部 330‐0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町3‐ 1‐ 2 明治安田生命大宮ビル4F 048(780)2213 048(780)2216

千葉支部 260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉 2‐5‐14 ニュー芳野ビル5F 043(248)6781 043(248)7123

東京支部 136-0082 東京都江東区新木場 1‐ 11‐7 03(5569)2022 03(5569)2028

神奈川支部 221‐0834 神奈川県横浜市神奈川区台町 13‐17 日向ビル 045(312)7800 045(312)7997

新潟支部 950‐0806 新潟県新潟市東区海老ケ瀬45番地 1 025(288)6717 025(288)6727

北陸支部 920‐0375 石川県金沢市中屋町西447-1 076(269)2544

長野支部 388‐8011 長野県長野市篠ノ井布施五明 463‐ 32 026(292)1737 026(299)7411

岐阜支部 501‐0234 岐阜県瑞穂市牛牧 671-1 058(322)5820 058(322)5821

静岡支部 420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町 11‐ 10 第一生命静岡鉄道ビル5F 054(221)0007 054(221)0012

東海支部 460‐0002 愛知県名古屋市中区丸の内 2‐2‐15 東照ビル2F 052(231)4633 052(231)3219

三重支部 514-0131 二重県津市あのつ台 4‐3‐5 サイエンスシティ内 059(231)0010 059(231)0020

滋賀支部 521‐ 1212 滋賀県東近江市種町296 0748(42)9580 0748(42)7776

京都支部 600‐8009 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター4F 075(344)5556 075(344)3367

近畿支部 581‐ 0081 大阪府八尾市南本町 9‐ 1‐53 072(991)3331 072(991)8911

兵庫支部 675¨0052 兵庫県加古川市東神吉町出河原441番地 1 079(434)1611 079(434)1612

和歌山支部 640‐8395 073(431)8027 073(427)6467

東中四国支部 700‐0023 岡山県岡山市北区駅前町2-5-24 JR岡 山駅第2NKビル 086(226)0893 086(235)2955

西中四国支部 733‐0036 広島県広島市西区観音新町 4‐8‐4 リョーコービル3F 082(208)1881 082(208)1885

香川支部 761¨8031 香川県高松市郷東町436‐3 香川労働基準会館2F 087(816)1250 087(870)5250

愛媛支部 792‐0896 愛媛県新居浜市阿島 1‐5‐66 0897(47)8585 0897(47)8608

福岡支部 812‐0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1‐ 12‐6 花村ビル 092(471)7152 092(471)9624

長崎支部 850‐0057 長崎県長崎市大黒町 9‐22 大久保大黒町ビル本館3F 095(822)8929 095(827)8124

沖縄県支部 901‐2131 沖縄県浦添市牧港 5-6‐8 沖縄県建設会館 098(878)2433 098(875)9754

(令和 2年 1月 )

076(269)1822

和歌山県和歌山市畑屋敷中の丁 5 和綿ビル


