2020年度第３回家庭・ビルの省エネエキスパート検定
新型コロナウイルス感染防止対策について
受検者の健康安全のため、本検定では以下の対策を実施いたします。ご理解とご協力のほどよ
ろしくお願いいたします。
① 定員の削減
ソーシャルディスタンス確保のため、年度当初に発表した定員を削減して実施予定です(定員は
今後の状況により変化する可能性があります）。
② 検定受検当日のヘルスチェックご協力のお願い
検定会場にお越しいただく受検者の皆様は、来場前に以下の項目のヘルスチェックを行ってい
ただき１つでも該当する場合は受検をご遠慮ください。
□37.5℃以上の発熱がある
□咳がある
□下痢をしている（持病はのぞく）
□新型コロナウイルスと診断された人と2週間
以内に会ったことがある
□風邪の症状が続いている
□そのほか、感染の疑いの不安がある

□のどの痛みや、強いだるさがある
□息苦しい
□味がしない・においがしない
□14日以内に海外渡航歴がある
□同居する人が以上の各項目にあてはまる

検定会場で、監督員が上記の症状を確認した場合、監督員の指示に従い行動して下さい。
③入室時の検温の実施
検定会場の入室時、非接触式体温計による体温測定を実施します。37.5℃以上の発熱が確認さ
れた場合入室できませんのでご注意ください。
④ こまめな消毒のお願い
検定会場に消毒用アルコールを設置します。入退出時のこまめな消毒をお願いします。
⑤ マスク着用の義務付け
検定会場内ではマスクの着用を義務とします。必ずマスクを着用の上ご来場をお願い致します。
検定受付票の本人確認時や検定中マスクが息苦しくなった場合などは、一時的にマスクを外し
てください。
⑥ 私語は控える
飛沫予防のため、会場内での会話等は極力お控えいただきますようお願いいたします。
【問い合わせ先】
一般財団法人省エネルギーセンター
人材育成推進部
家庭・ビルの省エネエキスパート検定事務局
〒108-0023
東京都港区芝浦2 丁目11 番5 号
五十嵐ビルディング4階
TEL：03-5439-9771 FAX：03-5439-9777
家庭：expert@eccj.or.jp ビル：bsec@eccj.or.jp

■趣旨
我が国においては、エネルギーの安定確保や地球温暖化への対応等の観点からこれまでもエネル
ギー使用の合理化、すなわち省エネが推進されてまいりましたが、東日本大震災以降は、省エネや電
力需要の平準化がさらに大きな課題となってきています。
一般財団法人 省エネルギーセンターでは、業務用施設におけるエネルギー管理に対応すべく、エ
ネルギー管理の要点を理解・実行できる人材の発掘･育成のため、２０１５年より検定制度を実施して
エネルギー小売事業者、ハウスメーカー、リフォーム事業者、住設メーカー な
おります。

ど

■目的

事務所ビル、商業施設、教育施設、医療・福祉施設を含む業務用施設全般に関して、エネルギー消
費設備機器、およびエネルギー管理等に関する基礎知識、さらには省エネに関する実践手法を体系的
に身に付け、それぞれの担当業務において省エネ・節電を推進することのできる人材を、検定によって
認定することを目的としています

■開催日程・会場・定員
2020年度「ビルの省エネエキスパート」検定開催スケジュール

第１回

第２回

第３回

検定日※１

試験時間

会場

2020年8月5日（水）
※7月1日から延期

18:30～20:00

東京

15:00～16:30

2020年11月1日（日）

2021年3月3日（水）

18:30～20:00

定員
※２、３

検定受付期間※４

合格発表

52名

2020年4月1日（水）～
2020年7月12日（日）

2020年8月31日（月）

札幌
仙台
東京
名古屋
大阪
広島
福岡

20名
20名
116名
48名
45名
18名
24名

2020年7月20日（月）～
2020年9月22日（火）

2020年11月20日（金）

東京

78名

名古屋

69名

2020年11月20日（金）～
2021年1月24日（日）

2021年3月29日（月）

大阪

45名

※１ 不測の事態（台風・地震・津波・その他の自然災害、ストライキ、感染症の流行など）によって検定を中止する場合、返金は行わず、
振替日程を案内します。第１回検定を中止した場合、第２回検定の東京会場で振替受検を実施します。第２回検定を中止した場合、
第３回の日程と同日同時刻同地域で振替受検を実施します。第３回検定を中止した場合、次年度の日程で振替受検を実施します。
※２ 本検定は、同時開催の家庭の省エネエキスパート検定と同一の教室で実施するため、上記の定員はビルの検定と共有します（広
島のみ各検定を別教室で実施するため18名がビルの定員です）。
※３ コロナウイルス感染予防のソーシャルディスタンス確保のため定員を大幅に削減して実施します。締切にご注意ください。
※４ 検定受付期間中の土日祝日は休業のため、お問い合わせは平日にお願いいたします。TEL：03-5439-9771

詳しくは

ビルの省エネエキスパートHPへ

HPのQRコード⇒

■こんな方にお勧めの資格
ビルの省エネルギーにご関心がある方であれば、どなたでも受検いただけます。
エネルギー
管理部門

管理されるビルの省エネ対策のレベルアップにご活用ください。

総務･企画
等管理部門

自社ビルにおける省エネ推進のレベルアップにご活用ください。
メーカーや設備業者等からの省エネに関する提案の理解・評価に役立ちます。

営業・コンサル
ティング部門

ビルの省エネに関するお客様へのアドバイス・提案のレベルアップにご活用ください。

自治体・
各種団体等

省エネ及び環境に関する政策の立案及び具体的な推進のためにご活用ください。

個人・学生

地域や学校など、身近なところからの省エネ活動の普及・拡大にご活用ください。

■検定料等
（1）検定料
（2）検定公式テキスト（改訂4版）
（3）過去問解説 （2019年度第2回一斉検定の問題と解説収録）

8,800円 （税込）
3,850円（税込）
1,100円（税込）

※検定と合わせてテキストまたは過去問解説をお申込みの場合は送料無料です。テキスト、過去問解説のみ購入の場合は
送料370円（税込）必要です。テキスト類の送付は申込の込み具合によっては入金確認後から最長2週間程度要します。
お早目のご入金をお勧めします。

■検定申込方法
（1）インターネット申込
以下のURLにアクセスいただき、 所定の申込フォームに必要事項を入力のうえ、
検定事務局まで送信ください。送信後、申込控えが自動送信されます。
https://www.eccj.or.jp/bldg-expert/index.html または 「ビルの省エネエキスパート」で検索
（2）FAX 申込
本要項最終ページの「2020年度 ビルの省エネエキスパート検定申込書（FAX 用）」
に必要事項を記入のうえ、検定事務局まで送信下さい。
※領収書の発行をご希望の方は申込時に所定のフォームに必要事項をご記入ください。

■検定料等支払方法

※テキスト・問題集は５月下旬より順次送付する予定です。

上記の検定申込後、以下の銀行口座へ振込下さい。
銀行口座：みずほ銀行 第五集中支店 当座預金
口座番号：2651090
口座名義：一般財団法人 省エネルギーセンター

※注意事項
①申込後、１週間以内に検定料等をお振り込み下さい。
②振込後の取消および返金はできません。
③振込手数料は申込者にてご負担願います。
④振込受領書等は検定受付票が届くまで大切に保管ください。
⑤ご入金後の検定会場変更は受け付けませんので、お支払い前に必ずご確認ください。
⑥振込名義人と受検者名が異なる場合や複数名で振り込む場合、入金の確認ができませんので、必ず事前に事務局
まで連絡ください。

■検定受付票について
検定日の2週間前を目安に、メールにて検定受付票をお送りします。受検者各位で印刷し持参ください。
なお、検定当日は本人確認のできる身分証明書（免許証、社員証等写真付きのもの）を必ずご持参下さい。

■検定の出題範囲と方式について
出題範囲 ：検定公式テキストの内容から9割程度、新聞・メディア等の最新情報から1割程度を上限に出題します。
解答方式 ：マークシート式

検定時間 ：90分（途中退出不可）

■合格基準について
150 点満点とし、2/3程度得点された方を合格とします。

■合否結果について
合否結果は当センターホームページにて合格者番号を掲載するとともに、郵送で受検者全員にお知らせします。
合格者には、合格通知証書と認定証カードを交付します。

■ビルの省エネエキスパート基礎講座【オンデマンド配信】のご案内
本講座では、ソーシャルディスタンスに配慮し、ライブ受講は中止しオンデマンド配信といたします。
※これに伴い、9月実施のビルの省エネエキスパート検定事前講習会（大阪会場限定）も中止といたします。
ご了承ください。
配信開始日 ：2020年8月12日（水）
配信方法

：オンライン会議システム「ZOOM」のオンデマンド配信機能を利用します。

視聴期間

：御申込月の翌月から起算して6ヵ月間（申込後詳しい試聴方法をメールにてご案内します）。

教材

：①講座用パワーポイント資料（ご入金確認後随時発送致します）。
②ビルの省エネエキスパートの公式検定テキスト（別途購入必要、講座では随時参照いたします
のでお持ちでない方は同時申込をお勧めします（同時申込は送料無料））。
③効果測定テスト（自己学習の資料として添付します）。

試聴環境 ：ZOOM配信を視聴するためのネット環境、PC等は申込者負担です。
受講料

：全分野受講：39,600円（税込）、２分野受講：26,400円（税込） 、１分野受講：１3,200円（税込）
検定公式テキスト3,850円（税込）

申込方法 ：HP掲載のビルの省エネエキスパート基礎講座の要項をご確認ください。
本講座は、省エネルギーセンターの賛助会員は受講料２割引きです（テキスト除く）。割引適用は申込時に
賛助会員番号の記載が必要です。問い合わせ先：賛助会員専用窓口 TEL 03-5439-9713

■個人情報の取り扱い
一般財団法人省エネルギーセンターが実施する検定のお申込みによって取得された個人情報（氏名、生年月日、住所等、
その個人を識別、特定できるもの）は、当該業務の実施、結果の送付等、当該検定の目的遂行に必要な範囲内で使用される
ものとします。 検定の申込にあたっては、この取り扱いについて承諾したものとみなします。

申込・問い合わせ先

一般財団法人省エネルギーセンター 人材育成推進部
〒108-0023 東京都港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング4F
TEL 03-5439-9771 FAX 03-5439-9777 E-mail bsec@eccj.or.jp

2020年度ビルの省エネエキスパート検定申込書(FAX用)
一般財団法人省エネルギーセンター
人材育成推進部
「ビルの省エネエキスパート検定事務局」行
□申込方法：申込書に必要事項をご記入の上、送信して下さい。(※は必須事項)
□支払方法：申込と同時に当センター指定の銀行口座へお振込ください。
□E-mailは検定受付票（受検票）データ送付のため記載必須です。 E-mailのない方は事務局にご連絡ください。
□本申込により取得した個人情報は適正な管理による保護を厳守し、当事業以外の目的による使用はいたしません。

受検予定の
検定回・会場 ※

検定回：

受検者氏名 ※

フリガナ

検定会場：

テキスト、過去問解説のみ購入の場合は記入不要

漢

性別
男性・女性

字

生年月日 ※

西暦

年

住所(自宅) ※

〒：
住所：
電話：
E-mail：

住所(勤務先)

勤務先名：
部署：
〒：
住所：
電話：

月

日(

歳)

企業業種№：
以下の業種分類から１つお選びください。

E-mail：

検定料

8,800円(税込)

検定公式テキスト

3,850円（税込） テキストのみ購入は別途送料370円がかかります

過去問解説（2019年第2回収録）

1,100円（税込） 過去問集のみ購入は別途送料370円がかかります

合 計

円(振込手数料自己負担)

検定受付票・テキスト等送付先

自宅または勤務先を〇で選択ください

領収書の発行の有無

送付先：

名義：

自宅

勤務先

但し書き：

※テキスト類、領収書の送付は申込の込み具合によっては入金確認後から最長2週間程度要します。
お早目のご入金をお勧めします。
業種分類：01 電力事業、02 ガス事業、03 石油事業、04 再生可能エネルギー事業、05 その他エネルギー事業、06 官公庁、
07 NPO法人、08 設備工事業、09 環境関連事業、10 建材関連事業、11 空調関連事業、12 建設業、13 建築業、14 不動産
業、15 清掃業、16 商社、17 水道事業、18 設計事業、19 コンサルタント事業、20 調査・測定･認証事業、21 ビル管理業、
22 その他製造業、23 個人事務所、24その他
【お申込みの同意事項】お申し込みには、以下の内容について、申し込みご本人から同意いただく必要があります。
□検定の申込にあたっては、検定の手引の「個人情報の取扱について」を承諾したものとみなします。
□E-Mailアドレスは、必ず「@eccj.or.jp」からのメールを受信できるよう設定をお願いします。
□検定申込後、住所を転居される予定の方、お名前に変更のある方は、事務局までご一報ください。
□申込後、１週間以内にご入金下さい。ご入金後、お申し込みの方のご都合による返金はお受けしませんのでご了承ください。
□不測の事態（台風・地震・津波・その他の自然災害、ストライキ、感染症の流行など）によって検定を中止する場合、返金は行わ
ず、振替日程を案内します。第１回検定を中止した場合、第２回検定の東京会場で振替受検を実施します。第２回検定を中止し
た場合、第３回の日程と同日同時刻同地域で振替受検を実施します。第３回検定を中止した場合、次年度の日程で振替受検を
実施します。

