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Ⅰ．「洗浄技術検定」の概要とスケジュール 

１．「洗浄技術検定」の種類 

⚫ 洗浄マイスター試験 

⚫ １級試験 

⚫ ２級試験 

        

 

２． 試験の合格に必要な技能及び知識の範囲(受験資格ではありません) 

⚫ 洗浄マイスター試験・・・洗浄に関する高度な専門知識を有し、洗浄全般の相談・指導及び

社内外に対しても教育・後継者育成などを行うことができる。洗

浄設計の能力を有するもの。 

 

⚫ １級試験・・・・・・・・洗浄に関する充分な専門知識を有し、洗浄一般の説明や洗浄現場

での指導や社内教育・後継者育成などを行うことができる。 

 

⚫ ２級試験・・・・・・・・洗浄に関する一般的な知識を有し、通常の範囲での洗浄の説明や

洗浄現場の管理などを行うことができる。 

洗浄機の基本的な操作・洗浄剤の管理ができる。（現場オペレータ

ー） 

 

 

３．受験資格 

試験の種類 受検資格 

洗浄マイスター試験 １級試験合格者 

１級試験 制限なし 

２級試験 制限なし 

注）年齢・学歴・国籍などは問いませんが出題・回答は日本語のみになります。 

 

 

４．試験の日時および会場 

⚫ 日時 

洗浄マイスター試験： 2019年 11月 15日(金)  午後 1時 30 分～午後 4時 30分 

1級試験： 2019年 12月 13日(金)  午後１時 30 分～午後 3時 30分 

2級試験： 2019年 12月 6日(金)  午後１時 30 分～午後 3時 30分 

 

※ 受付は試験開始 30分前 

 

 

⚫ 会場 

機械振興会館 東京都港区芝公園 3-5-8 

 

※ 洗浄マイスター試験を受験される方は事前説明会場と場所が違いますので、

注意してください。 
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５．事前講習会・事前説明会の日時および会場 

⚫ 洗浄マイスター「事前説明会」  会場：日本産業洗浄協議会  会議室 

 2019年 11月 8日(金)  午後 2時～午後 4時 

 

⚫ １級受験者向「事前講習会」      会場：機械振興会館 

 2019年 12月 12日(木)  午前 10時～午後 16時 30分 

 及び 2019年 12月 13日(金)  午前 10時～午後 12時 30分 

（試験日の前日及び当日午前中です） 

 

⚫ ２級受験者向「事前講習会」      会場：機械振興会館 

 2019年 12月 5日(木)  午前 10 時～午後 16時 30分 

 及び 2019年 12月 6日(金)  午前 10時～午後 12時 30分 

（試験日の前日及び当日午前中です） 

 

※ 受付は試験開始 30分前 

 

６．願書受付期間 

2019年 7月 1日～10月 31日(必着)  

 

 

７．受験及び事前講習会費用（テキスト代を含む） 

（費用は税別金額です。＊1） 
 洗浄マイスター １級 ２級 

受験のみ 18,000円 12,500円 8,500 円 

事前講習会参加（受験料・テキスト代を含む） 18,000円(*2) 37,500円 33,500 円 

*1: 消費税法の規定により、消費税率は催行日の消費税を適用するとなっています。 

  したがって検定試験及び講習会は 11月、12月催行日のため、請求日及び支払日 

  にかかわらず一律 10％（予定）の消費税を申し受けます。 

  ただし消費税率 8％が据え置きななった場合は、差額を返金いたします。 

*2:  洗浄マイスター試験向け事前説明会は参加費無料です。 

洗浄マイスター受験者で希望される方には、１級・２級受験者用の「洗浄技術検定 事前講

習会用テキスト」を 10,000円（税別）で販売します。 

注 1） 支払いは、ゆうちょ銀行振込または郵便振替になります。 

注 2) なお、同じ企業から複数人分を振り込まれる場合には、振込用紙にご記入いただくか

メールまたはファックスにて全員の氏名を必ず連絡して下さい。 

注 3） 一度振り込みいただいた受験料・講習会費用・テキスト料など本検定試験・事前講習

会などに係わる費用は理由の如何を問わず返金できかねますので、ご了承下さい。 

注 4） 受験予定人数を越えた後お申し込み頂いた場合には、受験をお断りする場合があり     

ます。 

注 5) 「洗浄技術検定 事前講習会用テキスト」のみの購入はできませんので、ご承知置き

下さい。  
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８．合格発表 

⚫ 洗浄マイスター試験：  2019年 12月 19日（予定） 

⚫ １級試験          ：  2020年  1月 30日（予定） 

⚫ ２級試験          ：  2020年  1月 30日（予定） 

＊発表方法： 日本産業洗浄協議会ホームページに掲載し、同時に合格者宛に 

合格証書と認定カードを送付します。 

９．合格者特典（JICC 検定資格者会員、JICC 洗浄マイスター会員【永年】） 

⚫ 合格証書及び認定カード（写真入り）を交付 

⚫ 技術情報誌「産業洗浄」年２回発行を無料頒布 

⚫ メールマガジンの月１回購読 

⚫ 洗浄総合展（毎年開催）の無料招待券３枚贈呈 

⚫ JICC主催の洗浄大学・洗浄セミナー・洗浄フォーラムなどへの参加は会員割引価格を適用 

 

 

１０． 試験科目及びその範囲 

⚫ 洗浄技術をよりよく理解するための物理・化学基礎知識 

⚫ プレス、熱処理、汚れなどの前工程や洗浄対象物となる素材及びめっき・塗装防錆などの後

工程に関する基礎知識 

⚫ 分散・吸着・ぬれ・乳化・界面活性剤などの洗浄基礎知識 

⚫ 洗浄剤の種類と特徴・洗浄工程などに関する知識 

⚫ 洗浄方法の種類と特徴・洗浄工程など洗浄システムに関する知識 

⚫ 乾燥方法の種類と特徴などに関する知識 

⚫ 洗浄工程管理に関する知識 

⚫ 洗浄評価・清浄度評価技術に関する知識 

⚫ 保護具・フード・ダクト・安全データシート・リスク管理などの安全管理、環境関連法令・

公害防止法、労安法、消防法、毒劇法などの法律に関する知識 

 

１１. 検定の参考図書 

⚫ 「事前講習会テキスト」（A4 版ﾓﾉｸﾛ、約 400P） 

⚫ 「トコトンやさしい洗浄の本」（日本産業洗浄協議会編、A5版 2色、200P、定価：1,500円＋税） 

⚫ 「第 25回洗浄大学(中級講座)講演集」：【自動車・精密機械部品用加工油の最新情報】 

（日本産業洗浄協議会、A4版ｶﾗｰ、定価：7,000円＋税） 

⚫ 「第 27回洗浄大学(中級講座)講演集」：【ﾌｯ系洗浄剤の最新情報ﾌﾟﾗｽ自動車部品洗浄の技術動向】 

（日本産業洗浄協議会、A4版ｶﾗｰ、定価：7,000円＋税） 

⚫ 「第 28回洗浄大学（基礎講座）講演集」：【ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ講座 産業洗浄の基礎と洗浄剤の安全管理】 

（日本産業洗浄協議会、A4版ｶﾗｰ、定価：7,000円＋税） 

※ 購入・お問い合せは、日本産業洗浄協議会まで 
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Ⅱ. 受験のための事務手続き 

【受験申し込みは「電子申請」です】 

以下の手順に添って進んで下さい。 

   

１. 受験願書及び写真の作成  

⚫ 写真（JPGファイル）：1枚  

➢ 胸部より上の上半身 

➢ 出願時より 6ヶ月以内に撮影した写真 

➢ 撮影モード :カラー、640×480pixel以上 

(スマホやデジカメなどで撮影する場合は高画質モード、ファインモードで撮

影して下さい。) 

➢ 保存形式   :jpg（保存時 100KB以上を目安として下さい。） 

➢ 縦横比（おおむね 縦：横＝４：３） 

➢ ファイル名 :氏名（フルネーム）を入れて下さい。 

デジカメが自動的につけるファイル名での支給はご遠慮下さい。 

➢ 写真は「受験票」と合格者に送付します「認定カード」にそのまま使用しますの

で、鮮明な写真を送付下さい。（画質やピント・明暗などが不十分な場合には認定

カードの写真がきれいに印刷されないことがあります。） 

➢ 写真の撮影ポイント:   

 バックは白または薄いグレーの無地。 

 バックに景色や他のものが映りこまないよう注意して下さい。 

 蛍光灯や蛍光灯などの光が映り込まないよう注意して下さい。 

 集合写真の切り取りなどの写真などは使用しないで下さい。 

 あらかじめ印刷された写真をスキャナーなどで取り込んだものは使用しない

で下さい。 

 

 

⚫ 受験願書 

受験願書は日本産業洗浄協議会の URL（ホームページ）の「受験願書（Excel）」（＊）

をダウンロードして、必要事項を入力して写真と一緒にメールで出願して下さい。 

＊：  URL: http://www.jicc.org/exam/pdffile/gansyo2019.xls 

 

  

http://www.jicc.org/exam/pdffile/gansyo2019.xls
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受験願書作成見本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この覧に申込日を入力して下さい。 

７月１２日に申し込まれる場合には、

7/12 の形式で入力して下さい。 

郵便番号はハイホンを省略した連続し

た７桁の数字で入力して下さい。 

自動的にハイホンを入力した形に変換

されます。 

入力するセルの上にマウスを置くと

「□▼」の記号が現れます。 

このボタンの上でマウスの左ボタン

で押すと選択肢を表すバーが出ます

ので、選択する項目の上でマウスの左

ボタンを押して入力して下さい。 

Excel Sheet の 21行までの受験願書欄

必要項目を入力いただくと、受験票蘭

には必要項目が自動的に入力されます

ので、これ以下の行には特に入力する

必要はありません。 
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振り込み手続きの際に必ずこ

の請求書番号を連絡下さい。 

⚫ テキスト購入用紙（洗浄マイスター受験者のみ） 

洗浄マイスター受験者で「洗浄技術検定 講習会用テキスト」の購入を希望される方

はテキスト購入用紙受験願書を日本産業洗浄協議会の URL（ホームページ）の「テキ

スト申込書用紙」（＊）をダウンロードし、必要事項を入力して出願書類と一緒にメ

ールで送付して下さい。 

＊：  URL: http://www.jicc.org/exam/pdffile/mousikomisyo2019.doc 

 

 テキスト販売は洗浄マイスター受験者のみ（１冊／名）対象です。 

 １級・２級受験の事前講習会参加希望者には、テキストを送付しますので、

この用紙は使用しないで下さい。（費用は事前講習会料に含まれています。） 

＊テキストのみの購入はできませんので、ご承知置き下さい。 

 

２. 書類の送付  

必要書類を添え、kenteij@jicc.org （日本産業洗浄協議会 検定用試験 Eメールアドレス）

まで送付下さい。 

 

必要書類 

 受験願書 

(Excelファイル) 

写真 

(JPGファイル) 

テキスト申込用紙 

(Wordファイル) 

洗浄マイスター 〇 〇 △（希望者のみ） 

１級・２級 〇 〇  

受験願書(Excel ファイル)・テキスト申込用紙(Wordファイル)は日本産業洗浄協議会の

URL（ホームページ）*からダウンロード 

必要書類が到着後「請求書」・「テキスト」・「受験に対する注意事項」などを送付いたし

ます。 

必要書類などがそろいませんと受験手続きが行えませんので、書類を別送する場合はそ

の旨をご連絡の上、残りの書類・写真を速やかに送付して下さい。 

 

３．「請求書」確認 

以下の「請求書」を受験願書に記載された宛先に送付します。 

見 本（1級・事前講習会参加の場合） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

mailto:kenteij@jicc.org
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４．受験料などの支払方法 

◎ 銀行振り込みを利用される場合 

①  銀行名： ゆうちょ銀行 

②  店 名：〇一九（ゼロイチキュウ）店（０１９） 

③  口座番号: 当座 ：０４２０４６２ 

④  口座名義（漢字）： 日本産業洗浄協議会 

口座名義（カナ）：ニホンサンギョウセンジョウキョウギカイ 

 

◎ 郵便振替を利用される場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 振込手数料は貴方のご負担でお願いします。 

⚫ 会社単位で振り込みをされる場合は請求書番号と受験者名（同じ企業から複数人分を

振り込まれる場合には、必ず受験者全員の氏名と請求書番号）を振込用紙にご記入い

ただくか、入金後メール又はファックスにて全員の氏名を必ず連絡して下さい。 

※ 複数枚の請求書に対して同時に入金する場合は特に注意して下さい。 

 

 

５． 試験についての照会先 

日本産業洗浄協議会 事務局 

E-mail： kenteij@jicc.org 

 FAX：03(5777)0675  電 話： 03(5777)0791 

(お問い合わせは、できる限りメールまたはファックスにてお願いします。) 

 

 

                                  以  上 

mailto:kenteij@jicc.org

