
期間 受講料

詳細

詳細

詳細

詳細

詳細

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

開催地 日程 商品コード お申込み手続きへ

開催地 日程 お申込み手続きへ

開催地 日程 お申込み手続きへ

開催地 日程 お申込み手続きへ

開催地 日程 お申込み手続きへ

開催案内船級検査基礎 パッケージ

船級協会及び国際条約

船級検査（機関及び電気設備）

船級検査（船体）

材料及び溶接

オンライン① 05 月 12 日（金） A5OL01

東京会場 05 月 26 日（金） A5TK01

神戸会場 06 月 09 日（金） A5KB01

今治会場 07 月 14 日（金） A5IB01 受付準備中

オンライン② 07 月 28 日（金） A5OL02 受付準備中

塗装の基礎

オンライン① 05 月 08 日（月） A1OL01

東京会場 05 月 22 日（月） A1TK01

神戸会場 06 月 05 日（月） A1KB01

今治会場 07 月 10 日（月） A1IB01 受付準備中

オンライン② 07 月 24 日（月） A1OL02 受付準備中

オンライン① 05 月 10 日（水） A2OL01

東京会場 05 月 23 日（火） A2TK01

神戸会場 06 月 06 日（火） A2KB01

今治会場 07 月 11 日（火） A2IB01 受付準備中

オンライン② 07 月 25 日（火） A2OL02 受付準備中

オンライン① 05 月   9 日（火） A3OL01

東京会場 05 月 24 日（水） A3TK01

神戸会場 06 月 07 日（水） A3KB01

今治会場 07 月 12 日（水） A3IB01 受付準備中

オンライン② 07 月 26 日（水） A3OL02 受付準備中

オンライン① 05 月 11 日（木） A4OL01

東京会場 05 月 25 日（木） A4TK01

神戸会場 06 月 08 日（木） A4KB01

今治会場 07 月 13 日（木） A4IB01 受付準備中

オンライン② 07 月 27 日（木） A4OL02 受付準備中

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

各コース 1 日間 各コース¥10,000-（税抜き）

詳細

詳細

詳細

詳細

開催案内

商品コード

商品コード

商品コード

商品コード

受付終了

受付終了

受付終了

受付終了

受付終了

受付終了

受付終了

受付終了

受付終了

受付終了

受付終了

受付終了

受付終了

受付終了

受付終了

https://drive.google.com/file/d/1XbgURiVtsmtXAxbw44654dKyFNjSQJGF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rLgbhvGtGjXbd6m_KF4t3hEyc9kgslEO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1diTwM1mdTsIDTjevprc2q2m3W_bmkCVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fHZMUjs2IL7aO4awfjK8Sz08pQhQMRO-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IvOmO0oT7hYB-50LjfcVYjsWIhyTM1DQ/view?usp=sharing


受講料期間

詳細

詳細

詳細

詳細

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

お申込み手続きへ

開催地 日程 お申込み手続きへ

お申込み手続きへ

お申込み手続きへ

条約基礎 パッケージ

各コース 1 日間 各コース¥10,000-（税抜き）

SOLAS条約（SC 安全構造）、満載喫水線条約、トン数条約

SOLAS条約（SE 安全設備、SR 安全無線）

MARPOL条約、IBCコード、IGCコード

ISMコード、ISPSコード、海上労働条約

オンライン① 08 月 22 日（火） B1OL01 受付準備中

東京会場 09 月 19 日（火） B1TK01 受付準備中

神戸会場 10 月 17 日（火） B1KB01 受付準備中

今治会場 10 月 24 日（火） B1IB01 受付準備中

オンライン② 11 月 14 日（火） B1OL02 受付準備中

オンライン① 08 月 23 日（水） B2OL01 受付準備中

東京会場 09 月 20 日（水） B2TK01 受付準備中

神戸会場 10 月 18 日（水） B2KB01 受付準備中

今治会場 10 月 25 日（水） B2IB01 受付準備中

オンライン② 11 月 15 日（水） B2OL02 受付準備中

オンライン① 08 月 24 日（木） B3OL01 受付準備中

東京会場 09 月 21 日（木） B3TK01 受付準備中

神戸会場 10 月 19 日（木） B3KB01 受付準備中

今治会場 10 月 26 日（木） B3IB01 受付準備中

オンライン② 11 月 16 日（木） B3OL02 受付準備中

オンライン① 08 月 25 日（金） B4OL01 受付準備中

東京会場 09 月 22 日（金） B4TK01 受付準備中

神戸会場 10 月 20 日（金） B4KB01 受付準備中

今治会場 10 月 27 日（金） B4IB01 受付準備中

オンライン② 11 月 17 日（金） B4OL02 受付準備中

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

開催地 日程

詳細

詳細

詳細

開催地 日程

開催地 日程

開催案内

商品コード

商品コード

商品コード

商品コード

https://drive.google.com/file/d/1FUbmvMRp-_0Rk1uzPIMgL-heZcqsaOk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FSeae6PcTfJyN00k3miXPK0YNUiUj782/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14gsanga8P045w2rWwJ9V9hFBT0EHPN97/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ptwp0YZnaG_PvmAQFmSofvM-ey9GPpSU/view?usp=sharing


オンライン① 04 月 13 日（木）- 14 日（金） C2OL01

オンライン② 06 月 15 日（木）- 16 日（金） C2OL02

東京会場 08 月 03 日（木）- 04 日（金） C2TK01 受付準備中

神戸会場 10 月 05 日（木）- 06 日（金） C2IB02 受付準備中

オンライン③ 11 月 09 日（木）- 10 日（金） C2OL03 受付準備中

受講料

詳細

詳細

お申込み手続きへ

開催地 日程 お申込み手続きへ

船舶管理 パッケージ

各コース 2 日間 各コース¥20,000-（税抜き）

内部監査

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

詳細

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

日程

オンライン① 04 月 11 日（火）- 12 日（水） C1OL01

オンライン② 06 月 13 日（火）- 14 日（水） C1OL02

東京会場 08 月 01 日（火）- 02 日（水） C1TK01 受付準備中

神戸会場 10 月 03 日（火）- 04 日（水） C1IB01 受付準備中

オンライン③ 11 月 07 日（火）- 08 日（水） C1OL03 受付準備中

開催案内

商品コード

商品コード

事故調査分析・ リスクマネジメント
開催地

受付終了

受付終了

https://drive.google.com/file/d/1WSZVUhX_mEQUUEn_3RYTjaFLv2Uk7cRX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kyt_2IYp9dYsHjx32pUrVh6B8JxYsVBb/view?usp=sharing
https://academy.classnk.or.jp/products/detail/356
https://academy.classnk.or.jp/products/detail/357


E-Learning 調整中

D4OL01 受付準備中
オンライン① 調整中

オンライン② 調整中

オンライン③ 調整中

E-Learning 調整中

D1OL01 受付準備中

オンライン① 調整中

オンライン② 調整中

オンライン③ 調整中

オンライン④ 調整中

受講料期間

詳細

詳細

詳細

詳細

詳細

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

開催地 日程 商品コード お申込み手続きへ

開催地 日程 お申込み手続きへ

開催地 日程 お申込み手続きへ

開催地 日程 お申込み手続きへ

開催地 日程 お申込み手続きへ

設計技術者育成 パッケージ

各コース¥150,000-（税抜き）

構造設計

船装（鉄艤）設計

船装（管艤）設計

機装設計

電装設計

各コース 5~8 日間
(e-learning +オンライン研修5～ 8日)

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

E-Learning 調整中

D5OL01 受付準備中

オンライン① 調整中

オンライン② 調整中

オンライン③ 調整中

オンライン④ 調整中

オンライン⑤ 調整中

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

- 個別開催のみ受付 D2OL01 ※

- 個別開催のみ受付 D3OL01 ※

※ 個別開催に関するお問い合わせ先

一般財団法人 日本海事協会 人材開発センター
TEL︓03-5226-2188
FAX︓03-5226-2733
e-mail: nkacademy@classnk.or.jp

詳細

詳細

詳細

詳細

開催案内

商品コード

商品コード

商品コード

商品コード

https://drive.google.com/file/d/1VSJiq8kRyrcQaVGe_3LrB9g7WdUlHSr-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nRz0bc7Rp3DjkBkxA-KnbHkhwvdOlI7l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VhqTEOfDTg11HSj23PKaFTxk1qf6QnZa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YFqbUkXwPYmnawbmAUB6-AP1Bz8VAz9W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gdYAhQ4PQBSpjN5ZdmMsGNM_skGNVTKj/view?usp=sharing
mailto:nkacademy@classnk.or.jp


受講料期間

詳細

E-learning

約 １時間 ～ ¥10,000～（税抜き）

はじめての海運・造船講座 2023

詳細

お申込み手続きへ

詳細

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

お申込み手続きへ

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

開催地 日程 商品コード お申込み手続きへ

E-Learning 購入～ 2023年 12月 31日 F3EL01

そのつぎの海運・造船講座（船型設計編）2023
開催地 日程

E-Learning 購入～ 2023年 12月 31日 F2EL01

そのつぎの海運・造船講座（復原性編） 2023
開催地 日程

E-Learning 購入～ 2023年 12月 31日 F1EL01

詳細

詳細

お申込み手続きへ

E-Learning 購入～ 2023年 12月 31日 F4EL01

そのつぎの海運・造船講座（船体構造・強度編） 2023
開催地 日程

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

講座案内

商品コード

商品コード

商品コード

https://drive.google.com/file/d/1L69TsDWwUo45nftTJ1Muk2sgHcgU4EEp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1il3Pfkinmfm4mcRvAgbmsBHo1fYB3Woi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13XsjGaZYKcpXjiZq97f2M8ua2EVbBN-Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15nBEiT-WqfHfYKcPqDq09ZI3GLIKUzX3/view?usp=sharing
https://academy.classnk.or.jp/products/detail/323
https://academy.classnk.or.jp/products/detail/325
https://academy.classnk.or.jp/products/detail/326
https://academy.classnk.or.jp/products/detail/327


受講料期間

詳細

E-learning

約 30 分 ～ ¥10,000～（税抜き）

船上基礎コース -船員向け- 2023

詳細

お申込み手続きへ

詳細

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

お申込み手続きへ

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

開催地 日程 お申込み手続きへ

E-Learning 購入～ 2023年 12月 31日 H3EL01

CSMS構築編 2023
開催地 日程

E-Learning 購入～ 2023年 12月 31日 H2EL01

船上上級コース -管理者向け- 2023
開催地 日程

E-Learning 購入～ 2023年 12月 31日 H1EL01

詳細

詳細

お申込み手続きへ

E-Learning 購入～ 2023年 12月 31日 H4EL01

サイバー攻撃対策編 （日本語版） 2023
開催地 日程

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

講座案内

詳細

お申込み手続きへ

E-Learning 購入～ 2023年 12月 31日 H4EL02

サイバー攻撃対策編 （英語版） 2023
開催地 日程

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

商品コード

商品コード

商品コード

商品コード

商品コード

https://drive.google.com/file/d/1cR9v3A5EtzFX05aoZBNd9NJWLtjS89S8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bxF-NOnRdFsqpAsB6fTyfKLp2LEJvZ0e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WzJM0S02xImOuXzManL04k6fwvcKKvPw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sbGiEbRGblHjPw-eIpKaM4vje3pMTBUv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V3-phgRyeOgmRgHkf_5HUzUiEJRu76b5/view?usp=sharing
https://academy.classnk.or.jp/products/detail/333
https://academy.classnk.or.jp/products/detail/334
https://academy.classnk.or.jp/products/detail/335
https://academy.classnk.or.jp/products/detail/336
https://academy.classnk.or.jp/products/detail/337


受講料期間

詳細

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

開催地 日程 商品コード お申込み手続きへ

詳細

開催地 日程 お申込み手続きへ

東京会場 0調整中 G1TK01 受付準備中

東京会場 0調整中 G2TK01 受付準備中

海洋開発工学基礎講座

各コース¥40,000-（税抜き）

海洋工学編

サブシー工学編

各コース 5 日間
（集合研修５日）

スケジュール及びお申込みに関する注意事項

開催案内

商品コード

https://drive.google.com/file/d/1xT1a98snX6WE0EWOMQzqwKTj3fKeM6et/view?usp=sharing


2023年度開催スケジュール及びお申込みに関して

• 申し込み先着順にて受付いたします。 定員となり次第、募集を終了させていただきますので、予めご了承ください。
• 弊会が定める最少催行人数に満たない場合、開催を中止する場合がありますので、予めご了承ください。
• 各コースそれぞれ個別開催を実施させていただくことも可能ですので、ご希望の方はお電話もしくはメールにてご相談ください。
※尚、受講人数、講師の派遣や日程等の状況によっては、お断りする場合もございますこと予めご了承ください。

• 遅刻 / 早退等により弊会基準の講義参加率に満たない場合、修了証書を発行できませんので、予めご了承ください。
• その他のご要望につきましては、別途お電話もしくはメールにてご相談ください。

新型コロナウイルス感染防止対策について
対面形式での開催にあたり、弊会では、政府、自治体等から示される正確な情報の収集に努めるとともに、ご参加される受講者の皆様の安全を最優先に
配慮し準備してまいります。
ご参加される皆様におかれましても、手洗いやマスクのご用意、うがいなどの感染防止策へのご理解、ご協力をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

本件に関するお申込及びお問い合わせ先

一般財団法人 日本海事協会 人材開発センター
TEL︓03-5226-2188
FAX︓03-5226-2733
e-mail: nkacademy@classnk.or.jp

mailto:nkacademy@classnk.or.jp
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