
別記様式第３号（第１７条）

※

　　　②　写真１枚（縦３ｃｍ横２．４ｃｍ）※再交付又は手帳をお持ちでない方

運行管理者資格者証の有無 　□無　□有（資格者証番号　　　　　　第　　　　　　　　　号）

運行管理者試験センターへの報告 　□同意する　　　□同意しない ご記入のない場合「同意する」とさせて頂きます

● 受講場所 テクノ自動車学校  ・ その他□（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
● 受付時間 ９時開始　● 講習時間 基礎講習 １６時間 ・ 一般講習 ５時間 ・ 受験対策５時間
　※遅刻されますと受講できませんので、余裕を持ってお越しください【無料駐車場があります】
　※近くに飲食店がありませんので、昼食は各自でご用意ください

　【当日お持ち頂くもの】

　　　①　当校から返送された本用紙（申込受理印が押印されたもの）

         ※各定員がありますので電話等で確認のうえ、予約申込書送信してください
　　　※１度振り込まれた講習料金は返金できませんのでご注意ください。

 テクノ自動車学校にて千円で撮影できます。
　　　③　運行管理者等指導講習手帳　※お持ちの方
　　　④　受講料　基礎８，9００円 ・ 一般３，2００円 ・ 受験対策１1，０００円
　　　⑤　本人確認書類（運転免許証等）
　　　⑥　筆記用具等（蛍光ペンや付箋、電卓等があると便利です）

〒７３１－４２１３　安芸郡熊野町５６４０－１　テクノ自動車学校　電話　０８２－８５４－４０００

ＦＡＸ送付先 ０８２－８５４－９４６６　メール送付先 home@tekuno.info

生年月日 Ｓ　・　Ｈ　　　年　　　月　　　日（　　　歳） □その他（　　　　　　　　　　）

運行管理者手帳の有無 　□無　□有（手帳番号　　　　　　　　第　　　　　　　　　号）

本 人 携 帯 番 号 　　　　　　　　（　　　　　　　　　　）

氏　名 　
男
・
女

□補助者 □運行管理者資格要件取得（５回）

□その他 □補助者になるため

受　講　者 現在の役職 受講目的

ふりがな □運行管理者 □運行管理者試験受験資格取得

 □トラック協会受講依頼書確認

　　広島県トラック協会　　□基礎　受講者負担3,700円　

□一般　受講者負担０円 □なし

（　　　　　　　　）

受験対策QRコード

電話番号 　　　　　　　　（　　　　　　） 受　付 備　考

ＦＡＸ番号 　　　　　　　　（　　　　　　）

※各受講する口欄に「✓」を記入ください

ふりがな 　　　　　（　　　　　　　　） ＊申込受理印

テクノ自動車学校 （ 貨物基礎講習 ）受講予約申込書

貨物基礎講習日（２０２３年度）

□５月２４日（水）～２６日（金）

　　https://www.tekuno.info/course/diagnosis/　直前版4,800円・短期版6,800円・標準版8,800円（税込み）

□受験対策（貨物のみ）　上記QRコードからまたはHPからお申し込みください　

事業者名（担当者）　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　　　　　　）
受理
番号

ＦＡＸ
返送日

所属営業所

住　　所

　〒

申込責任者

　※該当する口欄に「✓」をご記入ください　価格は教本代・税込み

□その他

協会加入の有無



別記様式第３号（第１７条）

※

〒７３１－４２１３　安芸郡熊野町５６４０－１　テクノ自動車学校　電話　０８２－８５４－４０００

ＦＡＸ送付先 ０８２－８５４－９４６６　メール送付先 home@tekuno.info
         ※各定員がありますので電話等で確認のうえ、予約申込書送信してください
　　　※１度振り込まれた講習料金は返金できませんのでご注意ください。

　　　②　写真１枚（縦３ｃｍ横２．４ｃｍ）※再交付又は手帳をお持ちでない方
 テクノ自動車学校にて千円で撮影できます。

　　　③　運行管理者等指導講習手帳　※お持ちの方
　　　④　受講料　基礎８，9００円 ・ 一般３，2００円 ・ 受験対策１1，０００円
　　　⑤　本人確認書類（運転免許証等）
　　　⑥　筆記用具等（蛍光ペンや付箋、電卓等があると便利です）

　　　①　当校から返送された本用紙（申込受理印が押印されたもの）

運行管理者手帳の有無 　□無　□有（手帳番号　　　　　　　　第　　　　　　　　　号）

運行管理者資格者証の有無 　□無　□有（資格者証番号　　　　　　第　　　　　　　　　号）

運行管理者試験センターへの報告 　□同意する　　　□同意しない ご記入のない場合「同意する」とさせて頂きます

● 受講場所 テクノ自動車学校  ・ その他□（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
● 受付時間 ９時開始　● 講習時間 基礎講習 １６時間 ・ 一般講習 ５時間 ・ 受験対策５時間
　※遅刻されますと受講できませんので、余裕を持ってお越しください【無料駐車場があります】
　※近くに飲食店がありませんので、昼食は各自でご用意ください

　【当日お持ち頂くもの】

生年月日 Ｓ　・　Ｈ　　　年　　　月　　　日（　　　歳） □その他（　　　　　　　　　　）

本 人 携 帯 番 号 　　　　　　　　（　　　　　　　　　　）

氏　名 　
男
・
女

□補助者 □運行管理者資格要件取得（５回）

□その他 □補助者になるため

受　講　者 現在の役職 受講目的

ふりがな □運行管理者 □運行管理者試験受験資格取得

 □トラック協会受講依頼書確認 □一般　受講者負担０円 □なし

協会加入の有無

□受験対策（貨物のみ）　上記QRコードからまたはHPからお申し込みください　

備　考

ＦＡＸ番号 　　　　　　　　（　　　　　　）

　※該当する口欄に「✓」をご記入ください　価格は教本代・税込み

　　広島県トラック協会　　□基礎　受講者負担3,９00円　
□その他

（　　　　　　　　）

受験対策QRコード

ふりがな 　　　　　（　　　　　　　　） ＊申込受理印

事業者名（担当者）　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　　　　　　）
受理
番号

ＦＡＸ
返送日

　　https://www.tekuno.info/course/diagnosis/　直前版4,800円・短期版6,800円・標準版8,800円（税込み）

貨物基礎講習日（２０２３年度）

□６月１４日（水）～１６日（金）

テクノ自動車学校 （ 貨物基礎講習 ）受講予約申込書
※各受講する口欄に「✓」を記入ください

所属営業所

住　　所

　〒

申込責任者

電話番号 　　　　　　　　（　　　　　　） 受　付



別記様式第３号（第１７条）

※

〒７３１－４２１３　安芸郡熊野町５６４０－１　テクノ自動車学校　電話　０８２－８５４－４０００

ＦＡＸ送付先 ０８２－８５４－９４６６　メール送付先 home@tekuno.info
         ※各定員がありますので電話等で確認のうえ、予約申込書送信してください
　　　※１度振り込まれた講習料金は返金できませんのでご注意ください。

　　　②　写真１枚（縦３ｃｍ横２．４ｃｍ）※再交付又は手帳をお持ちでない方
 テクノ自動車学校にて千円で撮影できます。

　　　③　運行管理者等指導講習手帳　※お持ちの方
　　　④　受講料　基礎８，9００円 ・ 一般３，2００円 ・ 受験対策１1，０００円
　　　⑤　本人確認書類（運転免許証等）
　　　⑥　筆記用具等（蛍光ペンや付箋、電卓等があると便利です）

　　　①　当校から返送された本用紙（申込受理印が押印されたもの）

運行管理者手帳の有無 　□無　□有（手帳番号　　　　　　　　第　　　　　　　　　号）

運行管理者資格者証の有無 　□無　□有（資格者証番号　　　　　　第　　　　　　　　　号）

運行管理者試験センターへの報告 　□同意する　　　□同意しない ご記入のない場合「同意する」とさせて頂きます

● 受講場所 テクノ自動車学校  ・ その他□（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
● 受付時間 ９時開始　● 講習時間 基礎講習 １６時間 ・ 一般講習 ５時間 ・ 受験対策５時間
　※遅刻されますと受講できませんので、余裕を持ってお越しください【無料駐車場があります】
　※近くに飲食店がありませんので、昼食は各自でご用意ください

　【当日お持ち頂くもの】

生年月日 Ｓ　・　Ｈ　　　年　　　月　　　日（　　　歳） □その他（　　　　　　　　　　）

本 人 携 帯 番 号 　　　　　　　　（　　　　　　　　　　）

氏　名 　
男
・
女

□補助者 □運行管理者資格要件取得（５回）

□その他 □補助者になるため

受　講　者 現在の役職 受講目的

ふりがな □運行管理者 □運行管理者試験受験資格取得

 □トラック協会受講依頼書確認 □一般　受講者負担０円 □なし

協会加入の有無

　　https://www.tekuno.info/course/diagnosis/　直前版4,800円・短期版6,800円・標準版8,800円（税込み）

□受験対策（貨物のみ）　上記QRコードからまたはHPからお申し込みください　

　※該当する口欄に「✓」をご記入ください　価格は教本代・税込み

　　広島県トラック協会　　□基礎　受講者負担3,９00円　
□その他

（　　　　　　　　）

電話番号 　　　　　　　　（　　　　　　） 受　付 備　考

ＦＡＸ番号 　　　　　　　　（　　　　　　）

所属営業所

住　　所

　〒

申込責任者

受験対策QRコード

ふりがな 　　　　　（　　　　　　　　） ＊申込受理印

事業者名（担当者）　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　　　　　　）
受理
番号

ＦＡＸ
返送日

貨物基礎講習日（２０２３年度）

□１０月４日（水）～６日（金）

テクノ自動車学校 （ 貨物基礎講習 ）受講予約申込書
※各受講する口欄に「✓」を記入ください



（１）基礎講習  １６時間【貨物・旅客合同】３日間
（２）日程　① 令和５年　５月２４日（水）～２６日（金）　　
　　　　　　② 令和５年　６月１４日（水）～１６日（金）　　
　　　　　　③ 令和５年１０月　４日（水）～　６日（金）　

実施時間 講　　習　　項　　目
受付 ９：００～ ※遅刻されますと受講できません

　９：３０～１３：００【合同】 運行管理の業務に関すること
１４：００～１５：３０【合同】 自動車事故防止に関すること

自動車運送事業に関する法令
運行管理の業務に関すること
自動車事故防止に関すること

自動車運転者の指導・監督に関すること
１２：１０～１５：４０【合同】 自動車運送事業に関する法令

自動車運送事業に関する法令
運行管理の業務に関すること
自動車事故防止に関すること

自動車運転者の指導・監督に関すること
　９：１０～１２：１０【合同】 道路交通に関する法令
１３：１０～１４：４０【合同】 自動車運転者の指導・監督に関すること
１４：４０～１５：４０【合同】 修了試問及び補習

（１）一般講習 ５時間【貨物・旅客合同】 １日間
（２）日程　①　令和５年　６月　８日（木）　　　　②　令和５年　７月　６日（木）　　　　
　　　　　　③　令和５年１０月１２日（木）　　　　④　令和５年１１月　９日（木）　　　
　　　　　　⑤　令和６年　１月１１日（木）　　　　　

講習時間 講習項目

受付 　【貨物・旅客合同】　９：００～９：３０ 　※遅刻されますと受講できません

　運行管理の業務に関すること

　道路交通に関する法令

　自動車事故防止に関すること

　【貨物のみ】　１１：３０～１２：００ 　自動車運送事業に関する法令

　【旅客のみ】　１３：００～１３：３０ 　自動車運送事業に関する法令

　道路交通に関する法令

　自動車事故防止に関すること

　【貨物・旅客合同】　１５：３０～１６：００ 　修了試問及び補習

（１）受験対策講座（貨物のみ）

○２０２３年度 運行管理者講習の開催予定

１日目

２日目

旅客のみ
９：１０～１１：１０

貨物のみ
１５：４０～１７：４０

□次のQRコードまたはホームペジからお申し込みください
　　https://www.tekuno.info/course/diagnosis/

　直前版4,800円・短期版6,800円・標準版8,800円（税込み）

３日目

１日間

　【貨物・旅客合同】　９：３０～１１：３０

　【貨物・旅客合同】　１３：３０～１５：３０


