講習内容再編成 アルゴプレスト ロープアクセストレーニングジム

講習名

ロープ高所作業特別教育

2022年9月30日開催分迄
受講料（税別）

内容

●学科●
１）ロープ高所作業に関する知識
２）メインロープ等に関する知識
３）労働災害の防止に関する知識
¥15,000) ４) 法令関係

講習名

ロープ高所作業特別教育

2022年10月1日開催分より新価格
受講料（税別）

変更後の内容
※印の項目はJIRAAの
必須科目以外の内容となります

¥15,000) 【講習内容 変更無】

●実技●
１）ロープ高所作業の方法
２) メインロープ等の点検

フルハーネス型
墜落制止用器具特別教育【A】

●学科●
１）作業に関する知識
２）墜落制止用器具に関する知識
¥12,500) ３）労働災害の防止に関する知識
４) 法令関係

【講習内容 変更無】
フルハーネス型
墜落制止用器具特別教育【A】

¥12,500) ※当日の講習の進行につきましては講習科目の順序が前
後する場合があります。
予めご了承下さい。

フルハーネス型
墜落制止用器具特別教育【B】

¥10,500) ※当日の講習の進行につきましては講習科目の順序が前
後する場合があります。
予めご了承下さい。

●実技●
１）墜落制止用器具の使用方法等

フルハーネス型
墜落制止用器具特別教育【B】

●学科●
１）作業に関する知識
２）墜落制止用器具に関する知識
¥10,500) ３) 法令関係

【講習内容 変更無】

●実技●
１）墜落制止用器具の使用方法等

ギア講習
新規利用・運用相談 3H

新たに道具を追加しようと思うけれど何を導入
したらよいか分からない、
すでに道具を使用しているが、本当に合ってい
るのか分からない、
現在の手持ちの道具との組み合わせで迷って
¥8,000) いる、
現場で安全運用したいが今の技術や道具で大
丈夫かどうか心配だ、
今後ロープアクセストレーニングやフレーム講
習に興味はあるけれど、一度どんなところか雰
囲気を見てみたい、体験したいという方向けの
講座です。

【講習内容 変更無】
ギア講習
新規利用・運用相談 3H

講習に必要となる個人保護用具を貸出します
¥10,000) 3時間の講習をご希望の場合は【午前】9時～12時、【夕方】
17時～20時のいずれかの時間帯で開催いたします。
6時間以上の講習をご希望の場合は、9～20時の間で対応
いたします。
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講習内容再編成 アルゴプレスト ロープアクセストレーニングジム

講習名

2022年9月30日開催分迄
受講料（税別）

内容

講習名

アルゴプレスト ロープアクセストレーニングジ
ムで開催した講習を受講いただいた方の為の
料金設定です。
学科の内容、実技の内容、いずれも対応いたし
ます。
ギア講習 復習 3H

¥3,000) ※特別教育受講の方は修了証、ロープアクセ
ストレーニング、フレーム講習を受講された方
は受講証をご持参下さい。
※講習を受講いただいた方も講習内容とは別
の、現場運用のシステムや道具、技術のご相
談の場合には【新規利用・運用相談】をご利用
下さい。

2022年10月1日開催分より新価格
受講料（税別）

変更後の内容
※印の項目はJIRAAの
必須科目以外の内容となります

【講習内容 変更無】

ギア講習 復習 3H (PPE持込)

ご参加にはPPE基本装備
ヘルメット、ハーネス、バックアップデバイス（アサップロッ
ク、セカンドバックアップ）、下降器、ハンドアッセンダー、
フットテープ２本、カウズテール３本、EN362適合カラビナ６
¥5,000) 枚、グローブをご持参下さい。
お持ちで無い方は、「PPE貸出」プランをお選び下さい。
3時間の講習をご希望の場合は【午前】9時～12時、【夕方】
17時～20時のいずれかの時間帯で開催いたします。
6時間以上の講習をご希望の場合は、9~21時の間で対応
いたします。
【講習内容 変更無】
講習に必要となる個人保護用具を貸出します

ギア講習 復習 3H (PPE貸出)

フレーム FA1

【理論】
テラダプター＆マエストロ取扱説明及び注意事
項
フレーム構成（トリポッド）の理解
力学（力の大きさ、方向性）と理論
ロープ結束＆支点の理解、運用方法
¥12,000) EN規格及びNFPA認証について
【実技】
トリポッド設置方法
開口部、立坑内（マンホール等）からの要救助
者引き上げ搬送技術
第２段階において要救助者にアプローチできな
い場合の救助方法

フレーム FA1

¥6,000) 3時間の講習をご希望の場合は【午前】9時～12時、【夕方】
17時～20時のいずれかの時間帯で開催いたします。
6時間以上の講習をご希望の場合は、9～20時の間で対応
いたします。

¥20,000)

【講習内容 変更無】
FA1, FA2, FBのフレーム講習３講座を受講された方には
アルゴプレスト
ロープアクセストレーニングジム
オリジナルTシャツプレゼント
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講習内容再編成 アルゴプレスト ロープアクセストレーニングジム

講習名

フレーム FA２

2022年9月30日開催分迄
受講料（税別）

内容

【理論】
テラダプター＆レスキュー用デバイス取扱説明
及び注意事項（FA1反復）
フレーム構成（イーゼルA、サイドA）の理解
衝撃荷重（衝撃力）の理解
¥12,000) テンションライン（展張ロープ）の理解

講習名

フレーム B

復習（再受講・要受講証）

¥12,000)

¥3,000)

【実技】
モノポッド、ホリゾンタルスパン設置方法
フレーム＆ロープアクセスを活用した搬送技術
起重機として設置した救助方法
エレベーターレスキュー

変更後の内容
※印の項目はJIRAAの
必須科目以外の内容となります

【講習内容 変更無】
フレーム FA２

FA1, FA2, FBのフレーム講習３講座を受講された方には
¥20,000) アルゴプレスト
ロープアクセストレーニングジム
オリジナルTシャツプレゼント

フレーム B

¥20,000)

復習（再受講・要受講証）

¥10,000)

【実技】
Aフレーム（イーゼルA、サイドA）設置方法
開口部（窓枠等）から地上へ要救助者を引き降
す搬送技術

【机上講習】
テラダプター＆レスキュー用デバイス取扱説明
及び注意事項（反復）
応用フレーム構成（モノポッド、ホリゾンタルス
パンほか）

2022年10月1日開催分より新価格
受講料（税別）
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講習内容再編成 アルゴプレスト ロープアクセストレーニングジム

講習名

2022年9月30日開催分迄
受講料（税別）

内容

講習名

【理論】
ロープアクセスの定義
高所作業の３原則
基礎リスクマネジメント

RA1

【実技】
PPEの着用・組立・使用方法
¥10,000) ロープ取扱
ノット結束
下降器での登高・下降
登高器での登高・下降
登高器・下降器の切替
基本的な支点作成
墜落制止用器具の取付・運用
フォールアレストクライミング

¥10,000) 【実技】
ロープトゥロープトランスファー
リアンカーの通過
中間ノットの通過
ディビエーション
水平方向のエイドクライミング
（固定アンカー、可動アンカー）

変更後の内容
※印の項目はJIRAAの
必須科目以外の内容となります

JRA1
JIRAA rescue-C day1
JIRAA industrial1 day1

【理論】
ロープアクセスの定義※
救助公職の方 高所作業の３原則※
（消防、警察、自衛隊等） リストレインの知識
:\20,000 落下係数についての知識
一般：\25,000 バックアップデバイスのクリアランス
復習（2回目以降） 【実技】
：￥10,000 ノット基礎講習
ベーシックアンカー
【復習受講要件】 リギング基礎講習
RA1, JRA1の リギング基礎講習 Yハング
いずれかの受講証をお持ちの方 装備の装着方法・器材の知識・点検の知識
フォールアレストクライミング

JRA2
JIRAA rescue-C day2
JIRAA industrial1 day2

【理論】
PPE定義※
PPEの点検・保守※
救助公職の方 資機材の種類・構造・強度・規格※
（消防、警察、自衛隊等） ロープの知識・種類
:\20,000 スリングの知識・使用方法
一般：\25,000 カラビナの知識・使用方法
ディビエーション理論※
復習（2回目以降）
：￥10,000 【実技】
【復習受講要件】 下降器での登高・下降
RA1,RA2, JRA2の チェストアッセンダーによる登高・下降
いずれかの受講証をお持ちの方 下降器からチェストアッセンダーへのチェンジオーバー
チェストアッセンダーから下降器へのチェンジオーバー
パスノット
ディビエーションの通過

【理論】
PPE定義
PPEの点検・保守
資機材の種類・構造・強度・規格
ディビエーション理論
RA2

2022年10月1日開催分より新価格
受講料（税別）
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講習内容再編成 アルゴプレスト ロープアクセストレーニングジム

講習名

2022年9月30日開催分迄
受講料（税別）

内容

【理論】
高所作業での危険要因除去
エッジマネジメント
荷重分散理論
RA3

¥10,000) 【実技】
ロワリングシステムの操作
ディフィカルトエッジ
ミッドローププロテクション
下降モードからのレスキュー

講習名

JRA3
JIRAA rescue-C day3
JIRAA industrial1 day3

JRA4
JIRAA rescue-C day4
JIRAA industrial1 day4

復習（再受講・要受講証）

RAS スキルチェック
RA1,RA2,RA3受講者は

¥3,000)

１回無料
合格者には
アルゴプレスト
ロープアクセストレーニングジム
オリジナルTシャツプレゼント

RAS ２回目以降
またはダイレクトエントリ―

JIRAA検定
（各レベル初回）

JIRAA検定
(各レベル２回目以降)

￥25,000

\15,000

JIRAA認定証,カード
ならびに
記念プレート
贈呈

復習（2回目以降） 【実技】
：￥10,000 ロープトゥロープ
【復習受講要件】 リアンカーの通過
RA2, RA3, JRA3 いずれかの 水平エイドクライミング１ フィックスエイド
受講証をお持ちの方 水平エイドクライミング２ ムービングエイド

救助公職の方 【実技】
（消防、警察、自衛隊等）:\20,000 ロワリングシステムの操作※
一般：\25,000 ミッドローププロテクション※
ディフィカルトエッジの通過
復習（2回目以降）
：￥10,000 基礎レスキュー
【復習受講要件】 １)横並び（別ロープ）
RA3, JRA4 いずれかの ２）同じロープ下からアクセス
受講証をお持ちの方 ３）同じロープ上からアクセス

¥10,000)

JRAS スキルチェック
JRA1,JRA2,JRA3,JRA4
の4講座 または
RA1, RA2, RA3
の３講座 受講者は

１回無料

JIRAA検定
（各レベル初回）

JIRAA検定
(各レベル２回目以降)

変更後の内容
※印の項目はJIRAAの
必須科目以外の内容となります

救助公職の方 【理論】
（消防、警察、自衛隊等） 高所作業での危険要因除去※
:\20,000 エッジマネジメント※
一般：\25,000 荷重分散理論※

復習（再受講・要受講証）

JRAS ２回目以降
またはダイレクトエントリ―

¥5,000)

2022年10月1日開催分より新価格
受講料（税別）

JIRAA検定受験前の
ご自身のスキルチェックにご利用下さい。
JIRAA検定はスキルチェックを合格していなくても受験する
ことができます

¥5,000)

￥25,000

\15,000

合格者にはアルゴプレスト
ロープアクセストレーニングジム
オリジナルTシャツプレゼント

講習を担当したトレーナーとは
別のトレーナーが厳正に審査します
合格者にはJIRAA認定証,カード
ならびに記念プレート贈呈
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講習内容再編成 アルゴプレスト ロープアクセストレーニングジム

講習名

2022年9月30日開催分迄
受講料（税別）

内容

講習名

【理論】
装備の選択と検査
アンカーセレクション
RB1

【実技】
¥10,000) 回収可能なリギング
テンションラインの張り込み
ワイドリアンカーの通過
垂直方向のエイドクライミング
ロワリングシステムの設置
要救助者のピックオフ

JRB1
JIRAA rescue-B day1
JIRAA industrial2 day1

【理論】
オンサイトレスキューでのリスクマネジメント
RB2

【実技】
¥10,000) ロープトゥロープトランスファーレスキュー
スモールリアンカーレスキュー
シングルアンカーディビエーションレスキュー
ラダーレスキュー
バーチカルエイドレスキュー

JRB2
JIRAA rescue-B day2
JIRAA industrial2 day2

復習（再受講・要受講証）

【実技】
¥10,000) ホーリングシステム
ロワリングシステム
エイドクライミングレスキュー
ハンギングホール
クロスホール

¥3,000)

変更後の内容
※印の項目はJIRAAの
必須科目以外の内容となります

【理論】
救助公職の方 ワイドYハングの作成と知識
（消防、警察、自衛隊等） 倍力基礎知識
:\20,000
一般：\25,000 【実技】
プルスルー 上から
復習（2回目以降） プルスルー 下から
：￥10,000 スローラインを使用したアクセス
【復習受講要件】 テンションラインの張り方
RB1, JRB1 いずれかの ロワリングシステムの設置※
受講証をお持ちの方 ワイドリアンカーの通過
救助公職の方
（消防、警察、自衛隊等） 【理論】
:\20,000 オンサイトレスキューでの
一般：\25,000 リスクマネジメント※
復習（2回目以降）：
￥10,000
【復習受講要件】
RB1, RB2, JRB2
いずれかの
受講証をお持ちの方

【実技】
縦エイドクライミング
ピックオフレスキュー
ロープトゥーロープレスキュー（乗換のみ）
リアンカーレスキュー（スモール）

JRB3
JIRAA rescue-B day3
JIRAA industrial2 day3

救助公職の方
（消防、警察、自衛隊等） 【理論】
:\20,000
一般：\25,000 メカニカルアドバンテージ理論※
復習（2回目以降） 【実技】
：￥10,000 ディビエーションレスキュー
【復習受講要件】 フォールアレストクライミングレスキュー
RB2, RB3, JRB3 ホーリング＆ロワリングシステム
いずれかの エイドクライミングレスキュー
受講証をお持ちの方

JRB4
JIRAA rescue-B day4
JIRAA industrial2 day4

救助公職の方
（消防、警察、自衛隊等） 【理論】
:\20,000 エッジのリスクと対策法（リギング）
一般：\25,000
【実技】
復習（2回目以降） リアンカー・ディビエーションの作成
：￥10,000 ハンギングホール エキストラロープ使用
【復習受講要件】 ハンギングホール、中間ホーリング※
RB3, JRB4 いずれかの クロスホールレスキュー
受講証をお持ちの方

【理論】
メカニカルアドバンテージ理論
RB3

2022年10月1日開催分より新価格
受講料（税別）

復習（再受講・要受講証）

¥10,000)
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講習内容再編成 アルゴプレスト ロープアクセストレーニングジム

講習名

RBS スキルチェック
RB1,RB2,RB3受講者は

2022年9月30日開催分迄
受講料（税別）

内容

１回無料
合格者には
アルゴプレスト
ロープアクセストレーニングジム
オリジナルTシャツプレゼント

RBS ２回目以降
またはダイレクトエントリ―

JIRAA検定
（各レベル初回）

JIRAA検定
(各レベル２回目以降)

RC1

\15,000

¥10,000)

JRBS スキルチェック
JRB1,JRB2,JRB3,JRB4
の4講座 または
RB1, RB2, RB3
の３講座 受講者は

JRBS ２回目以降
またはダイレクトエントリ―

¥5,000)

￥25,000

講習名

JIRAA認定証,カード
ならびに
記念プレート
贈呈

【理論】
スーパーバイザーとしての作業計画・レス
キュー計画立案
【実技】
ワイドリアンカーレスキュー
パスノットレスキュー

JIRAA検定
（各レベル初回）

JIRAA検定
(各レベル２回目以降)

JRC1
JIRAA rescue-A day1
JIRAA industrial3 day1

【理論】
作業計画・レスキュー計画ブラッシュアップ
RC2

¥10,000) 【実技】
テンションロープレスキュー
エイドクライミングレスキュー
（ショートリンク）
ディビエーションレスキュー（バイパス）

JRC2
JIRAA rescue-A day2
JIRAA industrial3 day2

2022年10月1日開催分より新価格
受講料（税別）

１回無料

変更後の内容
※印の項目はJIRAAの
必須科目以外の内容となります

JIRAA検定受験前の
ご自身のスキルチェックにご利用下さい。
JIRAA検定はスキルチェックを合格していなくても受験する
ことができます

¥5,000)

￥25,000

\15,000

合格者にはアルゴプレスト
ロープアクセストレーニングジム
オリジナルTシャツプレゼント

講習を担当したトレーナーとは
別のトレーナーが厳正に審査します
合格者にはJIRAA認定証,カード
ならびに記念プレート贈呈

救助公職の方
（消防、警察、自衛隊等） 【理論】
:\20,000 リスクアセスメント
一般：\25,000
【実技】
復習（2回目以降） ロープトゥーロープトランスファーレスキュー
：￥10,000 （ミッドロープ状態）
【復習受講要件】 ワイドリアンカーボトムレスキュー
RC1, JRC1 いずれかの パスノットレスキュー
受講証をお持ちの方

救助公職の方
（消防、警察、自衛隊等）
:\20,000 【理論】
一般：\25,000 作業計画・レスキュー計画ブラッシュアップ
復習（2回目以降）
：￥10,000
【復習受講要件】
RC1, RC2, JRC2
いずれかの
受講証をお持ちの方

【実技】
ショートリンクレスキュー（カラビナ２枚）
ディビエーションレスキュー（バイパス）
カウンターウェイトレスキュー
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講習内容再編成 アルゴプレスト ロープアクセストレーニングジム

講習名

RC3

2022年9月30日開催分迄
受講料（税別）

内容

¥10,000) 【理論】
作業計画・レスキュー計画ブラッシュアップ

講習名

JRC3
JIRAA rescue-A day3
JIRAA industrial3 day3

JRC4
JIRAA rescue-A day4
JIRAA industrial3 day4

復習（再受講・要受講証）

RCSスキルチェック
RC１,RC２,RC３受講者は

JIRAA検定
（各レベル初回）

JIRAA検定
(各レベル２回目以降)

復習（2回目以降）
：￥10,000
【復習受講要件】
RC2, RC3,JRC3
いずれかの
受講証をお持ちの方

¥10,000)

１回無料

JRCSスキルチェック
JRC１,JRC２,JRC3, JRC4
の4講座 または
RC1, RC2, RC3
の３講座 の受講者は

１回無料

JRCS ２回目以降
またはダイレクトエントリ―

¥5,000)

￥25,000

\15,000

JIRAA認定証,カード
ならびに
記念プレート
贈呈

JIRAA検定
（各レベル初回）

JIRAA検定
(各レベル２回目以降)

【実技】
ベーシック装備によるレスキュー
テンションラインレスキュー
バーチカルエイドレスキュー
中間ホーリング（ノットあり）※

救助公職の方
（消防、警察、自衛隊等） 【理論】
:\20,000
一般：\25,000 スーパーバイザーとしての作業計画・レスキュー計画立案
ブラッシュアップ※
復習（2回目以降） 【実技】
：￥10,000
【復習受講要件】 RIG4レスキュー（キールホールレスキュー）
RC3, JRC4 いずれかの 応用チームレスキュー
受講証をお持ちの方

復習（再受講・要受講証）

¥5,000)

変更後の内容
※印の項目はJIRAAの
必須科目以外の内容となります

救助公職の方
（消防、警察、自衛隊等） 【理論】
:\20,000 スーパーバイザーとしての作業計画・レスキュー計画立案
一般：\25,000 ブラッシュアップ※

¥3,000)

合格者には
アルゴプレスト
ロープアクセストレーニングジム
オリジナルTシャツプレゼント
RCS ２回目以降
またはダイレクトエントリ―

2022年10月1日開催分より新価格
受講料（税別）

JIRAA検定受験前の
ご自身のスキルチェックにご利用下さい。
JIRAA検定はスキルチェックを合格していなくても受験する
ことができます

￥25,000

\15,000

合格者にはアルゴプレスト
ロープアクセストレーニングジム
オリジナルTシャツプレゼント

講習を担当したトレーナーとは
別のトレーナーが厳正に審査します
合格者にはJIRAA認定証,カード
ならびに記念プレート贈呈
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