
販 売 図 書 等 一 覧
Ⅰ　ＫＨＫ発行図書

定価 会員価格 定価 会員価格

100 甲種講習テキスト（第19次改訂版） (R5. 2発行予定) 6,180 (5,560) 261 2,000 (900)

101 甲種問題集（R5年度版） (R5. 2発行予定) 3,670 (3,300) （CD-ROM付き） (H16. 3発行)

102 乙種講習テキスト（第19次改訂版） (R4.12発行予定) 4,080 (3,670) 262 ヒヤリ・ハット(トラブル）事例集（低温編） 3,000 (1,500)

103 乙種問題集（R4年度版） (R4. 3発行) 3,670 (3,300)      (R 1 .9発行)

104 (R4.12発行予定) 2,720 (2,450) 263 リスクアセスメントと危険源への気づき 3,000 (1,500)

     (R 1 .11発行)

105 (R4. 3発行) 3,150 (2,840) 290 2,000 (1,000)

106 高圧ガス製造保安係員講習テキスト 2,100 (1,890) (H29.10発行)

（一般高圧ガス編）(第5次改訂版） (H29. 4発行) 292 高圧ガス製造施設保安検査マニュアル 3,000 (1,500)

107 高圧ガス保安法規集（第21次改訂版） (R4.12発行予定) 4,920 (4,180) （R2.3改訂）

108 高圧ガス保安法概要（甲乙丙特編） (R4.12発行予定) 970 (870) 294 2,000 (1,200)

（第3次改訂版） (H10. 3発行)

111 高圧ガス保安法令関係例示基準資料集 1,780 (1,600) 295 2,000 (1,200)

（第9次改訂版） (R1.11発行) (H12. 3発行)

114 高圧ガス・液化石油ガス法令用語解説 3,060 (2,750) 296 2,500 (1,500)

（第4次改訂版） (H29.12発行) (H14. 5発行)

116 よくわかる計算問題の解き方　 2,100 (1,890) 298 高圧ガス製造等事業所動機器等設備管理調査報告書

(R2. 3発行)   (H20. 6発行) 2,000 (1,200)

117 よくわかる計算問題の解き方 2,100 (1,890) 305 高圧ガス用安全弁に関する調査報告書 2,858 (1,143)

（丙種・乙種編）　（第3次改訂版） (H31. 3発行)   (H22. 3発行)

118 第一種販売講習テキスト (H29．4発行) 3,030 (2,730) 306 高圧ガス保安法令に関するQ&A調査研究報告書 3,000 (2,000)

119 第一種高圧ガス販売主任者試験問題と解説 3,100 (2,790)   (H24. 3発行)

（2023年度版） (R5. 4発行予定) 307 高圧ガス関係事業所におけるヒヤリハット活動調査研究報告書

  (H26. 3発行) 3,000 (1,350)

Ⅱ （一社)兵庫県高圧ガス保安協会発行図書 308 非定常作業の保安管理調査報告書

定価 会員価格 迫りくる南海トラフ巨大地震への備え  (H30. 3発行) 3,000 (1,500)

 New! 200 超低温液化ガス保安教育テキスト 3,000 (1,500) 309 大規模地震や自然災害に対する防災・減災対策

(R4. 8発行) 迫りくる南海トラフ巨大地震への備え  (R4. 3発行) 3,000 (1,500)

202 ＣＥ設備取扱い心得 (H28. 9発行) 2,000 (1,000)  New! 310 なくせないヒューマンエラーの連鎖を断ち切ろう

210 液化炭酸ガス保安教育テキスト 3,500 (1,500)   (R4. 10発行予定) 3,000 (1,500)

(H19. 9発行)

220 毒性ガス保安教育テキスト（液化塩素編） 2,500 (1,200)

(H 2. 7発行) Ⅲ　日報・台帳・用紙類
222 3,500 (1,500) 定価 会員価格

(H15. 5発行) 302 低温液化ガス受入立会記録簿 (R2. 3増刷） 800 (360)

223 5,715 (1,715) 303 ＣＥ日常巡回点検記録表

（CD-ROM付き） (H17. 5発行) (H20.12発行・R3. 1増版） 800 (360)

224 3,810 (1,143) 304 液化炭酸ガスＣＥ運転日誌 (H20.12発行） 800 (360)

(H21. 5発行)

230 特殊材料ガス保安教育テキスト (H 8.10発行) 2,500 (1,200) ● （　）内は兵庫県高圧ガス保安協会会員価格です。

231 3,000 (1,500) 当協会発行図書は非課税、KHK発行図書は税込価格です。

(H 9.10発行) ● 当協会で取り扱っているⅠのKHK発行図書についてH21.5.25より

New! 232 特殊高圧ガス質疑応答集 (R4.9発行) 3,000 (1,500) 当協会会員の方に割引を実施しております。

233 (H28. 9発行) 2,180 (1,680) 割引率は定価の１０％割引、但し法規集は定価の１５％割引です。

234 (H12.11発行) 3,000 (1,500) H22.5.28からⅡ、Ⅲの当協会発行図書についても当協会会員の方には

235 3,000 (1,500) さらに割引を拡大して実施しております。

(R1. 10発行) ● 送付をご希望の場合は、別途送料が必要です。

236 3,810 (1,715) ● 会員事業所の方は、FAX、メールフォームにて受け付けます。

（CD-ROM付き） (H16. 5発行) 　FAX：078-341-6534

237 3,000 (1,200) 　ﾒｰﾙﾌｫｰﾑ ： http://hyogo-hpgas.or.jp/uploads/pdf/hi-tosyo.pdf

(H18. 5発行) ● 図書のお問い合わせ等は下記で受け付けます。

240 ヒヤリ・ハット事例集（一般ガス編） (H11.11発行) 2,000 (900) 　TEL：078-341-7348

241 (H30.10発行) 3,000 (1,500) 　E-Mail ：t-tosho@hyogo-hpgas.or.jp

New! 242 高圧ガス移動のテキスト (R4. 7発行) 3,000 (1,500)   〒650-0011

243 水素ガスの安全な取扱い (H15.11発行) 3,000 (1,200)   神戸市中央区下山手通6丁目3番28号 兵庫県中央労働センター３階

260 高圧ガス販売保安教育テキスト（一般ガス編） 3,500 (1,500) 一般社団法人　兵 庫 県 高 圧 ガ ス 保 安 協 会

(H14. 3発行) 　URL ： http://www.hyogo-hpgas.or.jp

会員事業所の方 クリック→

非会員事業所・個人の方 クリック→ 注文フォームへ

特殊材料ガス取扱マニュアル

ヒヤリ・ハット事例集（特殊材料ガス・アンモニア・塩素編）

特殊材料ガス取扱マニュアル（Visual版）

特殊材料ガス消費施設地震対策マニュアル

一般高圧ガス保安教育テキスト

注文フォームへ

ガス中毒等緊急対応マニュアル

高圧ガス製造事業所保安管理体制調査報告書

高圧ガス関係事業所保安教育体制調査報告書

高圧ガス関係事業所設備管理体制調査報告書

高圧ガス甲種資格者への近道（第4次改訂版）

高圧ガス事故事例イラスト集（ｱﾝﾓﾆｱ・塩素編）

アンモニア・塩素ガス取扱マニュアル(Visual版)

毒性ガス保安教育テキスト（液化ｱﾝﾓﾆｱ編）

特殊材料ガス消費設備の点検・自主検査要領

令和4年11月1日現在

高圧ガス販売保安教育テキスト(Visual編)　

丙種化学特別講習テキスト

（第19次改訂版）

丙種化学特別問題集（R5年度版） 高圧ガス製造施設完成検査受検の手引

http://hyogo-hpgas.or.jp/modules/liaise/?form_id=15
http://hyogo-hpgas.or.jp/modules/liaise/?form_id=10

