
フォークリフト運転
5月 19日 23:00:04 時点

申込締切日

5月

空状況実技会場実技日学科会場学科日

申込締切日以前に定員に達する場合も有りますので、お早めに申込みください。申込み締切日以降でも定員に満たない

○　空きはあります。
△　空きは残りわずかです。
×　定員に達しております。

申込みが可能な場合がありますので、各地区協会にお問い合わせください。なお瀬戸市、長久手市、尾張旭市の区域の

事業所及び個人の方は申込締切日以降については当協会に直接お問合せください。

※　その他は各地区協会へ
　　　　お問い合わせ下さい。

5月25日 ポーラビル９Ｆ第１研修室 日鉄ビジネスサービス東海㈱5月26日・29日・30日 ×5月11日(木)

5月25日 ポーラビル９Ｆ第１研修室 トヨタＬ＆Ｆ中部㈱白金オフィス5月29日・30日・31日 ×5月11日(木)

5月25日 ポーラビル９Ｆ第１研修室 日鉄ビジネスサービス東海㈱5月31日・6月1日・2日 ×5月11日(木)

5月26日 とよはし産業人材育成センター とよはし産業人材育成センター5月29日・30日・31日 豊橋5月12日(金)



フォークリフト運転
5月 19日 23:00:04 時点

申込締切日

6月

空状況実技会場実技日学科会場学科日

申込締切日以前に定員に達する場合も有りますので、お早めに申込みください。申込み締切日以降でも定員に満たない

○　空きはあります。
△　空きは残りわずかです。
×　定員に達しております。

申込みが可能な場合がありますので、各地区協会にお問い合わせください。なお瀬戸市、長久手市、尾張旭市の区域の

事業所及び個人の方は申込締切日以降については当協会に直接お問合せください。

※　その他は各地区協会へ
　　　　お問い合わせ下さい。

6月6日 ポーラビル９Ｆ第２研修室 トヨタＬ＆Ｆ中部㈱小牧6月11日・18日・25日 ×5月23日(火)

6月6日 ポーラビル９Ｆ第２研修室 トヨタＬ＆Ｆ中部㈱白金オフィス6月12日・13日・14日 ×5月23日(火)

6月6日 ポーラビル９Ｆ第２研修室 トヨタＬ＆Ｆ中部㈱白金オフィス6月7日・8日・9日 ×5月23日(火)

6月9日
トヨタグローバル安全衛生教育セ

ンター
トヨタグローバル安全衛生教育セ

ンター6月10日・11日・12日 豊田5月26日(金)

6月9日
トヨタグローバル安全衛生教育セ

ンター
トヨタグローバル安全衛生教育セ

ンター6月17日・18日・19日 豊田5月26日(金)

6月16日 豊川市文化会館 トピー工業6月25日・7月1日・2日 豊橋6月2日(金)

6月19日 ポーラビル９Ｆ第１研修室 日鉄ビジネスサービス東海㈱6月20日・21日・22日 ×6月5日(月)

6月19日 ポーラビル９Ｆ第１研修室 日鉄ビジネスサービス東海㈱6月23日・26日・27日 ×6月5日(月)

6月20日 ポーラビル９Ｆ第１研修室 トヨタＬ＆Ｆ中部㈱白金オフィス6月21日・22日・23日 ×6月6日(火)

6月20日 ポーラビル９Ｆ第１研修室 ㈱水谷運輸倉庫6月25日・7月2日・9日 ×6月6日(火)

6月20日 ポーラビル９Ｆ第１研修室 トヨタＬ＆Ｆ中部㈱白金オフィス6月26日・27日・28日 ×6月6日(火)



フォークリフト運転
5月 19日 23:00:04 時点

申込締切日

7月

空状況実技会場実技日学科会場学科日

申込締切日以前に定員に達する場合も有りますので、お早めに申込みください。申込み締切日以降でも定員に満たない

○　空きはあります。
△　空きは残りわずかです。
×　定員に達しております。

申込みが可能な場合がありますので、各地区協会にお問い合わせください。なお瀬戸市、長久手市、尾張旭市の区域の

事業所及び個人の方は申込締切日以降については当協会に直接お問合せください。

※　その他は各地区協会へ
　　　　お問い合わせ下さい。

7月3日 ポーラビル９Ｆ第２研修室 日鉄ビジネスサービス東海㈱7月4日・5日・6日 ×6月19日(月)

7月3日 ポーラビル９Ｆ第２研修室 日鉄ビジネスサービス東海㈱7月7日・10日・11日 △6月19日(月)

7月7日
トヨタグローバル安全衛生教育セ

ンター
トヨタグローバル安全衛生教育セ

ンター7月15日・16日・17日 豊田6月23日(金)

7月7日
トヨタグローバル安全衛生教育セ

ンター
トヨタグローバル安全衛生教育セ

ンター7月8日・9日・10日 豊田6月23日(金)

7月11日 ポーラビル９Ｆ第１研修室 日鉄ビジネスサービス東海㈱7月12日・13日・14日 ×6月27日(火)

7月11日 とよはし産業人材育成センター とよはし産業人材育成センター7月12日・13日・14日 豊橋6月27日(火)

7月11日 ポーラビル９Ｆ第１研修室
トヨタＬ＆Ｆ中部㈱北名古屋営業

所7月16日・23日・30日 △6月27日(火)

7月11日 ポーラビル９Ｆ第１研修室 日鉄ビジネスサービス東海㈱7月18日・19日・20日 ×6月27日(火)

7月31日 日鉄ビジネスサービス東海㈱ 日鉄ビジネスサービス東海㈱8月2日・3日・4日 ×7月14日(金)

7月31日 日鉄ビジネスサービス東海㈱ ㈱水谷運輸倉庫8月6日・13日・20日 ○7月14日(金)



フォークリフト運転
5月 19日 23:00:04 時点

申込締切日

8月

空状況実技会場実技日学科会場学科日

申込締切日以前に定員に達する場合も有りますので、お早めに申込みください。申込み締切日以降でも定員に満たない

○　空きはあります。
△　空きは残りわずかです。
×　定員に達しております。

申込みが可能な場合がありますので、各地区協会にお問い合わせください。なお瀬戸市、長久手市、尾張旭市の区域の

事業所及び個人の方は申込締切日以降については当協会に直接お問合せください。

※　その他は各地区協会へ
　　　　お問い合わせ下さい。

8月21日 日鉄ビジネスサービス東海㈱ 日鉄ビジネスサービス東海㈱8月22日・23日・24日 ×7月31日(月)

8月21日 日鉄ビジネスサービス東海㈱ 日鉄ビジネスサービス東海㈱8月25日・28日・29日 ○7月31日(月)



フォークリフト運転
5月 19日 23:00:04 時点

申込締切日

9月

空状況実技会場実技日学科会場学科日

申込締切日以前に定員に達する場合も有りますので、お早めに申込みください。申込み締切日以降でも定員に満たない

○　空きはあります。
△　空きは残りわずかです。
×　定員に達しております。

申込みが可能な場合がありますので、各地区協会にお問い合わせください。なお瀬戸市、長久手市、尾張旭市の区域の

事業所及び個人の方は申込締切日以降については当協会に直接お問合せください。

※　その他は各地区協会へ
　　　　お問い合わせ下さい。

9月1日 日鉄ビジネスサービス東海㈱ 日鉄ビジネスサービス東海㈱9月4日・5日・6日 ○8月18日(金)

9月1日 日鉄ビジネスサービス東海㈱ 日鉄ビジネスサービス東海㈱9月7日・8日・11日 ○8月18日(金)

9月7日 ポーラビル９Ｆ第１研修室
トヨタＬ＆Ｆ中部㈱北名古屋営業

所9月10日・17日・24日 ○8月24日(木)

9月7日 ポーラビル９Ｆ第１研修室 トヨタＬ＆Ｆ中部㈱白金オフィス9月13日・14日・15日 ×8月24日(木)

9月7日 ポーラビル９Ｆ第１研修室 トヨタＬ＆Ｆ中部㈱白金オフィス9月8日・11日・12日 ×8月24日(木)

9月8日 江南市民文化会館 ㈱稲葉製作所9月10日・17日・24日 ○8月25日(金)

9月8日
トヨタグローバル安全衛生教育セ

ンター
トヨタグローバル安全衛生教育セ

ンター9月16日・17日・18日 豊田8月25日(金)

9月8日
トヨタグローバル安全衛生教育セ

ンター
トヨタグローバル安全衛生教育セ

ンター9月9日・10日・11日 豊田8月25日(金)

9月11日 日鉄ビジネスサービス東海㈱ 日鉄ビジネスサービス東海㈱9月12日・13日・14日 ○8月28日(月)

9月11日 日鉄ビジネスサービス東海㈱ 日鉄ビジネスサービス東海㈱9月15日・19日・20日 ○8月28日(月)

9月20日 日鉄ビジネスサービス東海㈱ 日鉄ビジネスサービス東海㈱9月21日・22日・25日 ○9月5日(火)

9月20日 日鉄ビジネスサービス東海㈱ トヨタＬ＆Ｆ中部㈱白金オフィス9月25日・26日・27日 ○9月5日(火)



フォークリフト運転
5月 19日 23:00:04 時点

申込締切日

10月

空状況実技会場実技日学科会場学科日

申込締切日以前に定員に達する場合も有りますので、お早めに申込みください。申込み締切日以降でも定員に満たない

○　空きはあります。
△　空きは残りわずかです。
×　定員に達しております。

申込みが可能な場合がありますので、各地区協会にお問い合わせください。なお瀬戸市、長久手市、尾張旭市の区域の

事業所及び個人の方は申込締切日以降については当協会に直接お問合せください。

※　その他は各地区協会へ
　　　　お問い合わせ下さい。

10月2日 日鉄ビジネスサービス東海㈱ 日鉄ビジネスサービス東海㈱10月10日・11日・12日 ○9月15日(金)

10月2日 日鉄ビジネスサービス東海㈱ 日鉄ビジネスサービス東海㈱10月3日・4日・5日 ○9月15日(金)

10月5日 ポーラビル９Ｆ第２研修室 トヨタＬ＆Ｆ中部㈱白金オフィス10月12日・13日・16日 ○9月21日(木)

10月5日 ポーラビル９Ｆ第２研修室 トヨタＬ＆Ｆ中部㈱白金オフィス10月6日・10日・11日 ○9月21日(木)

10月5日 ポーラビル９Ｆ第２研修室 トヨタＬ＆Ｆ中部㈱小牧10月8日・15日・22日 ○9月21日(木)

10月12日 江南市民文化会館 ㈱稲葉製作所　犬山工場10月15日・22日・29日 ○9月27日(水)

10月16日 日鉄ビジネスサービス東海㈱ 日鉄ビジネスサービス東海㈱10月17日・18日・19日 ○9月29日(金)

10月16日 豊和工業㈱厚生会館 トヨタＬ＆Ｆ中部㈱白金オフィス10月19日・23日・24日 ○9月29日(金)

10月16日 日鉄ビジネスサービス東海㈱ 日鉄ビジネスサービス東海㈱10月20日・23日・24日 ○9月29日(金)

10月16日 豊和工業㈱厚生会館 トヨタＬ＆Ｆ中部㈱白金オフィス10月25日・26日・27日 ○9月29日(金)

10月18日 アイプラザ豊橋 トピー工業10月22日・28日・29日 豊橋10月3日(火)

10月24日 とよはし産業人材育成センター とよはし産業人材育成センター10月25日・26日・27日 豊橋10月10日(火)


