
   

 
 

 
日本医薬品登録販売者協会（日登協）では、厚生労働省の「登録販売者の資質向上のための

外部研修に関するガイドライン」に対応した、登録販売者資質向上研修を行っております。 
 
日本再興戦略に掲げられているテーマの１つでもある「国民の健康寿命の延伸」の取組として、

セルフメディケーションの推進が重要視されています。お客様が相談しやすい環境の整備だけで

はなく、健康状態を把握するためのサービスの充実など、店頭での接客・応対はますます重要と

なります。お客様の要望や悩みを解決する商品や情報の提供および相談対応を行うためには、

最新の情報と体系だった知識の習得が必要です。 
 
当協会の研修では、集合研修（全登録販売者対象）と通信研修（Ａ会員※限定）を実施しており

ます。平成 28 年度後期集合研修は、平成 28 年 10 月から平成 29 年 3 月にかけて実施します。

また、通信研修は、日登協Ａ会員※の方には e-ラーニングを無料で、（郵送通信をご希望の方は

1,850円にて）提供しております。 

当協会の集合研修は、受講された多くの方々からも評判が高く、店頭で大変役立ち、かつ登

録販売者が知っておかなければならない各種行政通知など重要な内容が数多く盛り込まれてい

ます。多くの方のご参加を頂きますようお願い申し上げます。 
※日登協では、通信研修などフルサポートサービスが受けられる従来の正会員（Ａ会員）に加え、平成

26年度より、情報提供などのサービスが受けられる B会員を設けました（企業一括入会のみ）。 

 

●研修内容（平成 28年度 後期）について 
厚労省・外部研修ガイドラインに示す研修内容を、すべて含んだ６時間の研修を実施します。 

詳細につきましては、次頁以降をご覧下さい。 

●参加費について 
平成 26年度より非会員の方の受講料が変更になっております。 

※1：A 会員の方は、通信研修（ｅラーニング無料または郵送通信 1,850 円）が受講できます。 
※2：B 会員および非会員の方は、通信研修は受講できません。 
※3：登録団体・企業の企画研修に、研修を企画した団体・企業に所属する登録販売者が参加の場合 

※4：日登協企画研修、登録団体・企業企画研修にオープン募集参加の場合 

●開催地区・申込について 
詳細につきましては、次頁以降をご覧いただき、別紙の申込書に記入のうえ、お申込み下さい。 

●12時間研修の修了証発行について 
後期の集合研修に参加された方で、平成28年度前期集合研修に参加された方、あるいは、Ａ会員向

けの通信研修 6 時間の学習をした方に修了証を発行します。詳細は、『登録販売者資質向上研修ホ

ームページ』（http://www.nittokyo.jp/kensyu/index.html）→『外部研修ガイドライン対応登録販売

者研修概要』→『受講証明証と修了証について』を参照下さい。 

 

お問い合わせ先 日本医薬品登録販売者協会事務局 ℡．045-470-6640 

会員区分 参加区分 費用 備考 

Ａ会員※1 

（年会費 2,400円） 

企業企画※3 無料 全てのＡ会員の方 

オープン※4 1,000円 全てのＡ会員の方 

B会員・非会員※2 

企業企画※3 1,200円  

オープン※4 2,200円  

登録販売者資質向上研修 

平成 28年度 後期集合研修開催のお知らせ 
 



 

 

 

 
 
 
 

■開催日程・会場 

開催日程と会場については、後頁の『平成 28年度 後期 登録販売者資質向上集合研修開催一覧』 
をご確認下さい。最新の開催日程・会場は、『登録販売者資質向上研修ホームページ』にて、 
ご案内します。（http://www.nittokyo.jp/kensyu/index.html） 
※最少開催人数（50 名）に満たない開催日、会場については、開催を見合わせる場合がありますので

ご了承ください。その際は速やかにご連絡いたします。他の日程での調整をお願いいたします。 

■集合研修は、厚労省・外部研修ガイドラインの求める次の研修内容は全て満たされています 

①医薬品に共通する特性と基本的な知識   ②人体の働きと医薬品 
③主な一般用医薬品とその作用       ④薬事に関する法規と制度 
⑤一般用医薬品の適正使用と安全対策    ⑥リスク区分等の変更があった医薬品 
⑦その他登録販売者として求められる理念、倫理、関連法規等 

■平成 28年度 後期 集合研修の主な内容とスケジュール 

時間 講 座 概  要 
ガイド 
ライン 

20 分 登録販売者制度の確立と地位向上  (日本医薬品登録販売者協会 樋口 俊一会長) ⑦ 

60 分 第１ 
薬事行政 

情報 

1．使用上の注意の改訂について 

2．国内副作用報告の状況 

3．医薬品副作用被救済制度について 

4．医薬品販売制度実態把握調査について など 

⑥ 

④⑤ 

④⑤ 

④⑤ 

60 分 第２ 
医薬品販売業に

係る法規と制度 

1．要指導医薬品の添付文書理解度調査ガイダンスについて 

2．食品の健康保持増進効果に関する広告等に関するガイドライン 

3．スマイルケア食「青」「黄」「赤」について など 

④ 

①④ 

⑦ 

昼食休憩（30 分）   

70 分 第３① 

登録販売者 

のための 

技術・知識① 

テーマ：かぜ薬① 

１．ケーススタディ 

2．かぜの諸症状とかぜ薬 

3．主な相互作用、副作用とトリアージ など 

 

①②③ 

②③ 

②⑤ 

休憩（10 分）   

70 分 第３② 

登録販売者 

のための 

技術・知識① 

テーマ：かぜ薬② 

1．かぜの諸症状と漢方薬、サプリメント 

2．かぜ予防と生活上の諸注意 など 

3．ケーススタディ 

 

②③ 

①⑤ 

①②③ 

休憩（10 分）   

60 分 第４ 

登録販売者 

のための 

技術・知識② 

テーマ：漢方薬 

1．伝統医学の起源と伝承 

2．東洋医学の治療法 

3．東洋医学の基本的な考え方 など 

 

③⑦ 

②③⑦ 

③⑦ 

20 分 第５ 確認試験 筆記による確認試験と問題解説  

スケジュール及び内容は、一部変更になる場合があります。 ※昼食は各自でお取り下さい。 

各会場により、開催時間が異なる場合があります。 

 
 
第 4 講座の「漢方薬」講義につきましては、平成 28 年度後期研修から数回にわたり、シリーズ化（５～７回を 

予定）して講義を行う予定です。 

日登協Ａ会員でネットセミナーをご活用の方に、シリーズで継続的に漢方薬を学習できるように「漢方薬」の 

講義動画を「セルメ・プラザ」で公開しております。自己学習用として、ＰＣで閲覧ができます。 

ネット環境の無い方や会員でない方は、（参加できなかった期の）教材バックナンバーをご購入頂き学習して 

下さい（集合研修及び通信研修の受講としては充当されません）。 

  
平成 28 年度 後期実施  登録販売者 

～ 集合研修 受講申込案内 ～ 
厚生労働省「外部研修ガイドライン」に対応した研修です。一般用医薬品販売のプロとしての資質を高め、 

地域への貢献とお店の発展にお役立て下さい。お早めの申し込みをお待ちしています。 

●集合研修カリキュラム「漢方薬」について 



  ■会員について 

 日本医薬品登録販売者協会（日登協）では、より多くの方に幅広くサービスを提供するために 

従来の正会員（A 会員）に加え、情報提供などのサービスが受けられる B 会員を新規に設けました。 

B 会員については企業一括のみの受付になります。詳細については『日本医薬品登録販売者協会』の 

「入会のご案内」をご参照ください。（http://www.nittokyo.jp/files/pannhuretto.pdf） 

■参加費 

   ・A会員の方 
オープン参加 1,000円   登録団体・企業企画研修参加  無料 
・B会員または非会員の方 
オープン参加 2,200円   登録団体・企業企画研修参加  1,200円 
 

集合研修は、「日登協企画研修」と「登録団体・企業企画研修」の 2 つの方法で実施します。 

キャンセルの場合は、開催 1 週間前までにお申し出頂いた方には受講料を返金します。 

■研修受講証明証 

集合研修受講証明証は、第 1 講座～第 5 講座まですべてを受講された受講者に発行します。 

当日会場で、A7 サイズの集合研修受講証明証をお渡しします。 

Ａ会員の方は、ネットからも店舗掲示用に A6 サイズの受講証明証をダウンロードできます。 

また、A6 サイズの受講証明証を別途作成、送付希望の人は、1 枚 150 円で作成し、個別に送付します。 

■申込みについて 

 オープン参加の方は、後頁の申込書に必要事項を記入の上、事務局まで FAX または郵送にて、 

開催 10 日前までにお申込み下さい。会場毎に定員がございますので、先着順に申し込みを 

受け付けいたします。定員になった場合は、申込締切日前でも受付締切となります。 

開催を見合わせる場合は、別途ご案内させていただきます。 

 申込書の到着と入金が確認できた方に、メールで開催の 10 日前から 1 週間前までに受講票と 

会場案内図のご案内をさせていただきます。別途郵送での送付を希望の方は、150 円実費がかかります。 

登録団体・企業企画研修参加の方は、企業を通じてお申込み下さい。 

 

■平成 28年度 集合研修 (後期）テキスト 執筆者・監修者・編集者 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問合せ先 一般社団法人日本医薬品登録販売者協会 TEL：045-470-6640 FAX：045-474-4709 

石橋　直子 (消費生活アドバイザー） 大江眞由美 （一般社団法人 日本薬業研修センター 講師）

乾　　 英夫 （公益社団法人 日本薬剤師会 副会長） 岡田　洋介 （一般社団法人 日本薬業研修センター 講師）

川島光太郎 （一般社団法人 日本薬業研修センター 理事長） 金子　大亮 （一般社団法人 日本薬業研修センター 講師）

北川　泰弘 （一般社団法人 日本薬局協励会 副会長） 川島光太郎 （一般社団法人 日本薬業研修センター 理事長）

佐藤　　聖 （一般財団法人 日本ヘルスケア協会　常務理事） 黒田裕美子 （一般社団法人 日本薬業研修センター 講師）

内藤　　隆 （一般社団法人 日本医薬品登録販売者協会 副会長） 高橋伊津美 （元昭和大学薬学部講師）

樋口　俊一 （一般社団法人 日本医薬品登録販売者協会 会長） 内藤　　隆 （一般社団法人 日本医薬品登録販売者協会 副会長）

福田　千晶 （医学博士・健康科学アドバイザー） 中村智恵美 （一般社団法人 日本薬業研修センター 講師）

堀　美智子 （医薬情報研究所 株式会社 エス・アイ・シー） 廣瀬　慎一 （一般社団法人 日本薬業研修センター 講師）

増山ゆかり （全国薬害被害者団体連絡協議会） 藤崎　　隆 （一般社団法人 日本薬業研修センター 講師）

（50音順） 堀　美智子 （医薬情報研究所 株式会社 エス・アイ・シー）

松田　佳和 （日本薬科大学 教授）

三上彰貴子 （株式会社 A.M.C 代表取締役社長）

（50音順）

研修企画有識者会議・監修 研修教材専門家会議・執筆・編集



●28年度後期研修は平成28年10月から平成29年3月まで、全国各地で開催します。

●最新の日程は、ホームページhttp://www.nittokyo.jp/kensyu/ でご確認下さい。

●研修時間は10時00分～16時50分を予定しておりますが、会場により異なる場合があります。

※日程・会場が変更又は、開催延期になる場合もあります。

※28年度後期研修は10月から全国各地で開催しておりますが、12月以降の開催日程のみ掲載しております。

平成29年3月22日現在

都道府県 日程 会場または、地区 開催状況 都道府県 日程 会場または、地区 開催状況

1月10日(火) 盛岡市民文化ホール(盛岡市）※A 受付終了 2月7日(火) マツモトキヨシ本社別館（松戸市）※A 受付終了

1月11日(水) 盛岡市民文化ホール(盛岡市）※A 受付終了 2月9日(木)
(株)千葉薬品 ヤックス研修センター(千葉
市）※F

受付終了

2月26日(日)
アイーナ いわて県民情報交流センター(盛
岡市)

受付終了 2月13日(月) マツモトキヨシ本社本館（松戸市）※A 受付終了

12月13日(火) 東京エレクトロンホール宮城(仙台市) 受付終了 2月20日(月) 千葉市民会館(千葉市）※A 受付終了

1月16日(月) エル・パーク仙台(仙台市)※A 受付終了 2月23日(木) マツモトキヨシ本社本館（松戸市）※A 受付終了

2月7日(火) エル・パーク仙台(仙台市)※A 受付終了 3月14日(火) マツモトキヨシ本社別館（松戸市）※A 受付終了

秋田県 1月17日(火) にぎわい交流館ＡＵ（秋田市） 受付終了 12月12日(月) MK御茶ノ水ビル(文京区)※A 受付終了

山形県 12月12日(月) 山形テルサ（山形市） 受付終了 1月6日(金) 町田市民ホール（町田市）※A 受付終了

2月6日(月) コラッセふくしま（福島市）※A 受付終了 1月12日(木) MK御茶ノ水ビル(文京区)※A 受付終了

3月8日(水) ウィル福島（福島市） 受付終了 1月18日(水) MK御茶ノ水ビル(文京区)※A 受付終了

3月9日(木) ウィル福島（福島市） 受付終了 1月18日(水) 町田市民ホール（町田市）※A 受付終了

3月22日(水) 勿来市民会館（いわき市） 受付終了 1月19日(木) MK御茶ノ水ビル(文京区)※A 受付終了

12月13日(火) 鹿嶋勤労文化会館（鹿嶋市） 受付終了 1月20日(金) 八王子労政会館（八王子市）※A 受付終了

12月15日(木) 筑波研修センター（つくば市） 受付終了 1月23日(月) (株)ファミリーマート本社※F 受付終了

12月16日(金) 筑波研修センター（つくば市） 受付終了 1月27日(金) 町田市民ホール（町田市）※A 受付終了

2月6日(月) 土浦市亀城プラザ（土浦市）※A 受付終了 1月30日(月) (株)ファミリーマート本社※F 受付終了

2月21日(火) 茨城県立県民文化センター(水戸市)※A 受付終了 2月6日(月) 立川子ども未来センター（立川市）※A 受付終了

2月22日(水) 茨城県立県民文化センター(水戸市)※A 受付終了 2月20日(月) MK御茶ノ水ビル(文京区)※A 受付終了

1月5日(木) とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）※A 受付終了 2月21日(火) MK御茶ノ水ビル(文京区)※A 受付終了

1月6日(金) とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）※A 受付終了 2月22日(水) MK御茶ノ水ビル(文京区)※A 受付終了

1月19日(木) 小山市立生涯学習センター（小山市）※A 受付終了 2月26日(日) 薬樹株式会社　青山オフィス（港区） 受付終了

12月13日(火) 東毛産業技術センター（太田市） 受付終了 3月10日(金) MK御茶ノ水ビル(文京区)※A 受付終了

2月14日(火) 高崎市労使会館（高崎市）※A 受付終了 3月13日(月) MK御茶ノ水ビル(文京区)※A 受付終了

1月12日(木) 熊谷市立勤労会館（熊谷市）※A 受付終了 3月22日(水) MK御茶ノ水ビル(文京区)※A 受付終了

2月24日(金) 熊谷市立勤労会館（熊谷市）※A 受付終了 1月5日(木) 横浜市開港記念会館（横浜市）※A 受付終了

12月13日(火) マツモトキヨシ本社別館（松戸市）※A 受付終了 2月6日(月) 横浜市開港記念会館（横浜市）※A 受付終了

1月6日(金) マツモトキヨシ本社別館（松戸市）※A 受付終了 新潟県 2月24日(金) 新潟流通センター（新潟市） 受付終了

1月13日(金) 市川市文化会館（市川市）※A 受付終了 福井県 3月2日(木) 中小企業産業大学校（福井市） 受付終了

1月16日(月) 千葉市民会館(千葉市）※A 受付終了 山梨県

1月17日(火)
(株)千葉薬品 ヤックス研修センター(千葉
市）※F

受付終了 長野県 2月23日(木) ＪＡ長野県ビル(長野市） 受付終了

1月20日(金) マツモトキヨシ本社別館（松戸市）※A 受付終了 岐阜県 3月3日(金) サンレイラ岐阜（岐阜市） 受付終了

1月25日(水) マツモトキヨシ本社別館（松戸市）※A 受付終了 静岡県 2月15日(水)
静岡県男女共同参画センター「あざれあ」
(静岡市)※A

受付終了

　　　　28年後期　登録販売者資質向上集合研修開催一覧

岩手県

千葉県

宮城県

東京都

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

神奈川県

千葉県
現時点で開催の予定はありません｡他県での受講または通信研修の
受講(前期集合研修受講の方のみ)をご検討下さい｡



都道府県 日程 会場または、地区 開催状況 日程 会場または、地区 開催状況

静岡県 2月16日(木)
静岡県男女共同参画センター「あざれあ」
(静岡市)※A

受付終了 2月9日(木) レインボープラザ(北九州市)※A 受付終了

2月21日(火) 名古屋市工業研究所(名古屋市）※A 受付終了 3月4日(土)
直鞍産業振興センターADOX福岡　別館
（直方市）※G

受付終了

2月22日(水) 名古屋市工業研究所(名古屋市）※A 受付終了 3月7日(火) 福岡市立博多市民センター(福岡市）※A 受付終了

3月14日(火) 名古屋市工業研究所(名古屋市）※A 受付終了 3月8日(水) 福岡市立博多市民センター(福岡市）※A 受付終了

三重県 3月3日(金) 三重県教育文化会館(津市） 受付終了 3月18日(土) ㈱コスモス薬品本社（福岡市）※G 受付終了

滋賀県 3月2日(木)
ピアザ淡海　滋賀県立県民交流センター
（大津市）

受付終了 佐賀県 3月2日(木) 武雄市文化会館（武雄市）※G 受付終了

京都府 3月22日(水) 京都教育文化センター（京都市） 受付終了 1月19日(木) アルカスSASEBO(佐世保市)※A 受付終了

1月6日(金) マツモトキヨシ関西支社（大阪市）※A 受付終了 1月20日(金) アルカスSASEBO(佐世保市)※A 受付終了

1月20日(金) マツモトキヨシ関西支社（大阪市）※A 受付終了 2月22日(水) 諫早文化会館（諌早市）※G 受付終了

2月3日(金) 株式会社アカカベ本社（大東市）※B 受付終了 1月17日(火) やつしろハーモニーホール(八代市）※G 受付終了

2月4日(土) 大東市立市民会館（大東市）※G 受付終了 1月21日(土) フードパル熊本（熊本市）※G 受付終了

2月7日(火)
(株)ファミリーマート　あべのハルカス会議
室※F

受付終了 2月14日(火) フードパル熊本（熊本市）※G 受付終了

2月10日(金) マツモトキヨシ関西支社（大阪市）※A 受付終了 2月16日(木) 熊本市国際交流会館(熊本市)※Ｉ 受付終了

2月14日(火)
(株)ファミリーマート　あべのハルカス会議
室※F

受付終了 2月17日(金) 熊本市国際交流会館(熊本市)※A 受付終了

2月23日(木) マツモトキヨシ関西支社（大阪市）※A 受付終了 2月18日(土) やつしろハーモニーホール(八代市）※G 受付終了

3月3日(金) マツモトキヨシ関西支社（大阪市）※A 受付終了 3月21日(火) やつしろハーモニーホール(八代市）※G 受付終了

3月10日(金) マツモトキヨシ関西支社（大阪市）※A 受付終了 1月25日(水) コンパルホール(大分市)※A 受付終了

兵庫県 3月11日(土) コープこうべ協同学苑（三木市）※G 受付終了 1月26日(木) コンパルホール(大分市)※A 受付終了

奈良県 1月9日(月)
ドラッグストア木のうた　法隆寺店（生駒
郡）※H

受付終了 2月15日(水) ホルトホール大分（大分市）※G 受付終了

3月2日(木)
スーパーエバグリーンプラス和歌山北イン
ター店（和歌山市)

受付終了 3月10日(金)
別府国際コンベンションセンター B-CON
PLAZA(別府市)※G

受付終了

3月3日(金)
スーパーエバグリーンプラス和歌山北イン
ター店（和歌山市)

受付終了 1月30日(月) 宮崎県婦人会館(宮崎市)※A 受付終了

3月4日(土)
スーパーエバグリーンプラス和歌山北イン
ター店（和歌山市)

受付終了 1月31日(火) 宮崎県婦人会館(宮崎市)※A 受付終了

鳥取県 2月14日(火) 宮崎県技能検定センター（宮﨑市）※G 受付終了

岡山県 1月28日(土) 井原市民会館（井原市）※G 受付終了 3月4日(土) 宮崎県技能検定センター（宮﨑市）※G 受付終了

広島県 2月10日(金) 姶良公民館（姶良市）※G 受付終了

山口県 3月17日(金) 山口県セミナーパーク（山口市）※G 受付終了 3月7日(火)
鹿児島県青少年育成県民会議（鹿児島
市）※A

受付終了

香川県 2月25日(土)
香川県社会福祉総合センター（高松市）※
G

受付終了 3月8日(水)
鹿児島県青少年育成県民会議（鹿児島
市）※A

受付終了

高知県 沖縄県

福岡県 2月8日(水) レインボープラザ(北九州市)※A 受付終了

※A．開催時間は、9時30分～16時45分を予定しています。　 ※B．開催時間は、10時00分～17時00分を予定しています。
※C．開催時間は、9時30分～16時20分を予定しています。　 ※D．開催時間は、9時30分～16時35分を予定しています。　
※E．開催時間は、10時30分～17時45分を予定しています。　 ※F．開催時間は、10時00分～17時20分を予定しています。　
※G．開催時間は、9時30分～16時40分を予定しています。　 ※H．開催時間は、12時00分～18時30分を予定しています。　
※Ｉ ．開催時間は、10時00分～17時15分を予定しています。　

１．開催日、会場については、最少開催人数(50名)に満たない場合は開催を見合わせる場合がございます。

２．申し込み受付は、申込書受領による先着順となっています。お早目のお申し込みをお願いいたします。

３．今後の開催予定については次の通りです。

北海道 掲載以外の予定はありません。 近畿 掲載以外の予定はありません。

東北 掲載分のみの開催です。ただし変更の場合もあります。 中国 掲載以外の予定はありません。

関東 掲載分のみの開催です。ただし変更の場合もあります。 四国 掲載以外の予定はありません。

中部 掲載分のみの開催です。ただし変更の場合もあります。 九州 掲載以外の予定はありません。

現時点で開催の予定はありません｡他県での受講または通信研修の
受講(前期集合研修受講の方のみ)をご検討下さい｡

福岡県愛知県

長崎県

大阪府
熊本県

大分県

和歌山県

宮崎県
現時点で開催の予定はありません｡他県での受講または通信研修の
受講(前期集合研修受講の方のみ)をご検討下さい｡

現時点で開催の予定はありません｡他県での受講または通信研修の
受講(前期集合研修受講の方のみ)をご検討下さい｡

鹿児島県

現時点で開催の予定はありません｡他県での受講または通信研修の
受講(前期集合研修受講の方のみ)をご検討下さい｡



FAX送信先：０４５－４７４－４７０９ ※日登協B会員の方、日登協会員でない方は、日登協B会員・非会員用の申込書にてお申込下さい

できるだけ、ホームページ（http://www.nittokyo.jp/kensyu/schedule.html）からお申込み下さい。

― ―

フリ
 ガナ ― ―

〒

― ―

★の項目は、任意です。希望の有無を ○ ×で記入し、金額も必ず記入して下さい。

　※振込手数料はご負担下さい。
　※受講希望の方は、開催１０日前までに申込書の送付と入金の手続きをお願いします。
　　 開催１０日前を切って、ゆうちょ銀行をご利用の場合、入金確認に日数がかかる為、必ず振込明細のＦＡＸをお願いします。
　※会場案内の郵送を希望で、お振込みが開催１０日前を切っている場合、開催７日前までに振込明細のＦＡＸをお願いします。
　※定員になった会場は、申込締切日以前でも締め切らせていただきます。

　※キャンセルの場合、開催の７日前までにお申し出頂いた方には、返金手数料分を差引いて返金します。

※お振込名義人の前に正会員番号を入力下さい。（名義人の例：３００００１ニットウ　タロウ）
（集合研修申込と同時に日登協に入会された方で会員番号が発行されていない方は、番号の入力は必要ありません）

●みずほ銀行　　虎ノ門支店　　普）２９６６９９７ 口座名はいずれも

●郵便振替　口座番号００１６０－７－５８３２２９ 日本医薬品登録販売者協会

●ゆうちょ銀行　〇一九店　当）０５８３２２９ ニホンイヤクヒントウロクハンバイシャキョウカイ

※企業一括申し込みで日登協に入会された登録販売者の方へ Selme/2016.9
企業一括申し込みで日登協に入会された方の場合、企業一括での集合研修申し込みとなる場合がございます。
詳しくは、日登協事務局（TEL.045－470－6640）までお問い合わせいただきますようお願いいたします。

一般社団法人 日本医薬品登録販売者協会　http://www.nittokyo.jp　　E-mail kenshu-n@nittokyo.jp
横浜事務処理センター 　〒222－0033　神奈川県横浜市港北区新横浜2－5－10 楓第二ビル4階

　TEL.045－470－6640　　　　FAX.045－474－4709

― ―

平成　　　年　　　月　　　日

平成28年後期　登録販売者集合研修受講申込書

氏　名

フリガナ

A会員番号（6桁）
(正会員番号）　

店舗名
店舗所在
都道府県

会社名

フリガナ
登録都道府県

従事登録番号
(**-**-*****)

希望する

連絡先に☑ □　会社 □　店舗（部署） □　自宅 連絡先ＴＥＬ

送付先ＴＥＬ

(受講票等)
送付先
の住所

□　店　舗

□　自　宅
個人携帯TEL

1,000円

PCメールアドレス
（携帯ｱﾄﾞﾚｽはNG）

申込み開催 都道府県： 　開催日： 　会　場：

希望 希望する場合

150円

振込金額 内　容 希望 Ａ会員（年会費2400円支払済）

集合研修の受講申込希望

★
Ａ６サイズ集合研修の受講証明証希望
（A7サイズの証明証は会場でお渡しします。
その金額は、受講料に含まれています。）

希望 希望する場合

150円

★
会場案内 ・ 受講票の郵送希望

（希望しない場合は、ＰＣアドレスへご案内の為、

上記のPCアドレスの記入が必要です！！）

　※希望する方法に☑をご記入下さい。　電話および郵送の返信は致しません。未記入の場合は返信しません。
　※未記入および希望しない場合でも、連絡事項がある場合はご連絡させて頂きますのでご了承下さい。

個人情報に
ついて

※個人情報につきましては、日本医薬品登録販売者協会が厳重な管理体制の元で保管いたします。
※企業申込の方は、登録の内容について企業担当者に連絡する場合がございます。
※行政の求めにより、各自治体に参加者リストを送付する場合もありますので、店舗所在地の都道府県名をご記入下さい。
　店舗が移動になった場合は、ご連絡下さい。

合　　　計　　　　　　（金額をご記入下さい） 円

振込口座

 ＦＡＸ □店舗

　　　　□自宅
― ―

申込書の
受取確認

　□ 上記ＦＡＸへ折返しを希望する。　□ 上記ＰＣメールへ折返しを希望する。　□ 折返しを希望しない。

HC※ HC

申込書-個人申込用（日登協Ａ会員・集合研修オープン募集）

いずれかに

お振込下さい



FAX送信先 ： ０４５－４７４－４７０９

　　B会員会員番号

― ―

― ―

― ―

― ―

　開催日：

★の項目は、任意です。希望の有無を ○ ×で記入し、金額も必ず記入して下さい。

★

★

★

円 円

B3型（医薬品等危険：2,000万円） （年間保険料） 1,000円
Ｂ2型（医薬品等危険：3,000万円） （年間保険料） 1,500円
B１型(医薬品等危険：1億円） （年間保険料） 2,000円
Ａ3型（施設危険　身体賠償2,000万円） （年間保険料） 1,600円
Ａ2型（施設危険　身体賠償3,000万円） （年間保険料） 2,400円
Ａ１型（施設危険　身体賠償3,000万円） （年間保険料） 2,900円

振込金額合計（小計A＋小計B） 円
　※受講希望の方は、開催１０日前までに申込書の送付と入金の手続きをお願いします。
　　　開催日間近で郵便振替・ゆうちょ銀行をご利用の場合、入金確認に日数がかかる為、振込明細のＦＡＸをお願いします。
　※会場案内等の郵送を希望の方で、お振込みが開催１０日前を切っている場合、開催７日前までに振込明細のＦＡＸをお願いします。
　※定員になった会場は、申込締切日以前でも締め切らせていただきます。

　※キャンセルの場合、開催の７日前までにお申し出頂いた方には、返金手数料分を差引いて返金します。

※ご本人以外のお名前（ご家族の方のお名前や、会社名など）で入金された場合は、ご連絡下さい。

●みずほ銀行　　虎ノ門支店　　普）２９６６９９７
●郵便振替　口座番号００１６０－７－５８３２２９ 日本医薬品登録販売者協会
●ゆうちょ銀行　〇一九店　当）０５８３２２９ ニホンイヤクヒントウロクハンバイシャキョウカイ

　※希望する方法に☑をご記入下さい。　電話および郵送の返信は致しません。未記入の場合は返信しません。

※企業一括申し込みで日登協に入会された登録販売者の方へ Selme/2016.9
企業一括申し込みで日登協に入会された方の場合、企業一括での集合研修申し込みとなる場合がございます。
詳しくは、日登協事務局（TEL.045－470－6640）までお問い合わせいただきますようお願いいたします。

一般社団法人 日本医薬品登録販売者協会　http://www.nittokyo.jp　　E-mail kenshu-n@nittokyo.jp
横浜事務処理センター　〒222－0033　神奈川県横浜市港北区新横浜2－5－10 楓第二ビル4階

　TEL.045－470－6640　　　　FAX.045－474－4709

　

入会する 入会しない

店舗名
店舗所在地
都道府県

会社名

フリガナ

※登録販売者以外の方は、日本医薬品登録販売者協会までご連絡下さい

希望する
連絡先に☑ □　会社 □　店舗（部署） □　自宅 連絡先ＴＥＬ

(受講票等)
送付先
の住所

□　店　舗
□　自　宅

送付先ＴＥＬ

ＦＡＸ　店舗/自宅

個人携帯TEL

ＰＣメールアドレス
（携帯アドレスはＮＧ）

申込み開催 都道府県： 　会　場：

振込金額
内　容

日登協に入会する方

（Ａ会員のみ）
※１

日登協に入会しない方、
または Ｂ会員の方

集合研修受講申込
（入会希望の方は年会費が含まれます。） 3400円※2 2200円

150円

通信研修を郵送にて受講希望
（ＰＣでの受講（Ｅラーニング）は、無料です

　通信受講終了までには最低３ヶ月が必要です）

希望 希望する場合 日登協に入会していない方、
またはＢ会員の方は、通信研修を

受講することはできません。1850円　

内　容 申込

会場案内 ・ 受講票の郵送希望
（希望しない場合は、PCアドレスへご案内の為

上記のPCのアドレスの記入が必要です）

希望 希望する場合

150円
Ａ６サイズ集合研修の受講証明証希望
（A7サイズの証明証は会場でお渡しします
その金額は、受講料に含まれています）

希望 希望する場合

登
録

販
売
者

賠
償
責
任

保
険

施
設
保
険

プ
ラ
ス
型

　　※1　Ｂ会員にて入会のご希望の方は企業一括のみの受付になります。

※振込手数料は
ご負担下さい

個人情報に
ついて

※個人情報につきましては、日本医薬品登録販売者協会が厳重な管理体制の元で保管いたします。
※企業申込の方は、登録の内容について企業担当者に連絡する場合がございます。
※行政の求めにより、各自治体に参加者リストを送付する場合もありますので、店舗所在地の都道府県名をご記入下さい。
　店舗が移動になった場合は、ご連絡下さい。

申込書の
受取確認

　□ 上記ＦＡＸへ折返しを希望する。　　□ 上記ＰＣメールへ折返しを希望する。　　□ 折返しを希望しない。

　※未記入および希望しない場合でも、連絡事項がある場合はご連絡させて頂きますのでご了承下さい。

平成　　　年　　　月　　　日

日登協Ａ会員に入会希望の有無を
右記欄に○を記入して下さい。

入会の開始月は年会費のご入金月により、変わります。
※受講月より早く入会希望の方はご連絡下さい。

登録
都道府県

従事
登録番号 -　　　-　　　　

金額

小計B

平成28年後期　登録販売者集合研修受講申込書

氏　名

フリガナ

振込口座

円

　　小計A　　（金額をご記入下さい）

　　※2　日登協年会費（2400円）込の金額です。日登協A会員の集合研修オープン研修参加費用は、1000円です。

●賠償責任保険は日登協正会員のみ、お申込みできます。詳細については日登協HPをご参照下さい。

※ HC

〒

申込書-個人申込用（日登協Ｂ会員、非会員・集合研修オープン募集）

いずれかに

お振込下さい

1～6月に加入

の場合、保険

料は半期分

（半額）となりま

す


