
・新入社員育成2か月コース

・若⼿施⼯管理技術者育成3か月コース

・現場代理⼈育成6か月コース

・⼯事部課⻑育成3か月コース

建設業向け

短期セミナー
ご案内

2020年版

2020年1月24⽇版
※長期実践型セミナーは
別紙案内です
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セミナー受講の流れ

受講上の注意

申込 受付 事前振込 受講案内 当日

本冊子の申込用
紙または弊社HP
よりお申込みく
ださい。

担当が確認後、
申込責任者に
受付のメール
をお送りいた
します。

受付メールま
たは請求書を
ご確認の上、
事前の銀⾏振
込をお願いい
たします。

研修実施⽇の2
週間ほど前に
当⽇の案内を
メールでお送
りいたします。

会場にて研修
をご受講いた
だきます。

1.「建設業法完全解説セミナー」は、1時間の昼休憩をとります。昼⾷は持参いただくか、近隣の飲⾷店をご利
用ください。

2.2⽇間コースの場合、研修1⽇目は昼⾷を済ませてからご参加ください。2⽇目は1時間の昼休憩をとります。
昼⾷は持参いただくか、近隣の飲⾷店をご利用ください。

3.CPD・CPDSのユニットは、ご受講後弊社で代⾏申請いたします。番号をお持ちの⽅は事務局にお伝えくださ
い。なお、CPDは（社）⽇本建築士会連合会、（財）建築技術教育普及センター、（社）⽇本建築家協会、

（⼀財）建設業振興基⾦が代⾏申請の対象です。その他の機関の番号をお持ちの場合、各⾃申請となります。
受講証明書の発⾏を事務局にお申し付けください。

4.⼀部のセミナーでは「⼈材育成⽀援助成⾦」を活用し、研修にかかわる経費助成と研修に参加する社員の賃
⾦助成を受けることができます。助成⾦額は会社の規則や受講者の条件によって異なるため、詳細は各都道
府県の労働局にお問い合わせください。弊社にお問い合わせいただいても、詳細はお答えいたしかねます。

5.研修開始⽇の7⽇前（⼟⽇祝除く）までにキャンセルのご連絡をいただいた場合は、受講料（通常申込の場合
100％、早割申込の場合50％）からキャンセル料⾦(1,000円)を引いた⾦額をご返⾦いたします。それ以降の
キャンセルはキャンセル料⾦として受講料の全額をご負担ください。なお、代理の⽅の参加は可能です。
受講開始後、貴社または受講者ご本⼈様の都合により受講を中断された場合は、受講料の返⾦はいたしかね
ます。

6.その他、セミナーごとに異なる注意事項や持ち物等は、お申し込み後事務局より別途メールにてご連絡いた
します。各⾃ご確認の上、当⽇ご参加ください。

免責事項

・下記の場合、セミナーの開催を中⽌または振り替えすることがございます。別⽇程への振り替えまたはご返⾦は都度事務局より
ご連絡いたします。
a）申込⼈数が開催基準に満たない場合
b）当⽇午前6時時点でセミナー開催地域の主要交通機関の終⽇運休が決定されている場合
c）天災・事故などにより講師が会場へ到着できないと判断した場合

・当紙⾯に掲載のカリキュラム、会場、講師は変更になる場合がございます。

ご不明な点はお電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-926-810
E-mail info2@hata-web.com
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お申込は FAX 0120-196-810 または Email info2@hata-web.com までお早めに！

東 京

イオンコンパス東京八重洲会議室
（東京都中央区京橋1-1-6 越前屋ビル4階）

① 2月13⽇（木） 13 00〜14 30
② 3月11⽇（水） 16 00〜17 30
③ 3月12⽇（木） 18 00〜19 30

名古屋

ウインクあいち(愛知県産業労働センター)
（愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38）

① 2月12⽇（水） 18 30〜20 00
② 2月20⽇（木） 10 00〜11 30 ※
③ 3月18⽇（水） 10 00〜11 30

※2/20のみハタ コンサルタント本社で開催、定員4名

大 阪

イオンコンパス大阪駅前会議室
（大阪府大阪市北区梅⽥1-2-2 大阪駅前第2ビル15階）

① 2月13⽇（木） 18 00〜19 30
② 3月17⽇（火） 13 00〜14 30
③ 3月19⽇（木） 18 30〜20 00

2 0 2 0 年 度

建設会社で入社3年後
定着率を100％にするための
人材育成6つのポイント

各回定員10名！
あなたのお悩みお聞かせください！

「技術者がなかなか育たない」
「苦労して採用してもすぐに辞めてしまう」
「人材を採用できない」
「働き方改革の進め方がわからない」

そんなお悩みを解決します！

御社のお悩みを解決する人材育成手法、社風改
善方法、育成カリキュラム、働き方改革の対策に
ついて解説します。
また、建設業に特化した技術コンサルティング

会社として、10万人2千社の実績のあるハタ コン
サルタントのセミナーをご紹介します！

◆対象者 : 建設業経営者、⼈材育成担当者
各回定員10名（先着順）

※空席情報の確認はお電話にて受け付けております。
フリーダイヤル 0120-926-810

会 場 東京 ・ 名古屋 ・ 大阪 日 程

会社名

派遣
責任者

部署・役職 TEL

お名前 E-mail

参加者① 部署・役職 お名前 

参加者② 部署・役職 お名前 

住所
〒

開 催 ス ケ ジ ュ ー ル

※内容はすべて同じです ※詳細はお申し込み後メールにてお伝えします

1．人が定着する建設会社になるための
6つのポイント
待遇良く、安心して、仲良く働き、
人が育つ会社作りのコツ

2．建設技術者人材育成の基本
育成なくして指導なし
必要能力一覧表

3．建設業の働き方改革
現場の生産性を上げるコツ

4．ハタ コンサルタント セミナーの紹介

カ

リ

キ

ュ

ラ

ム

【東 京】〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目15番8号 タウンハイツ銀座406
TEL : （03）6868-4505 FAX : （03）6893-3931

【名古屋】〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28 名古屋第二埼玉ビル
TEL：(052)533-9688 FAX：(052)533-9689
Ｅmail：info2@hata-web.com 

無 料 セ ミ ナ ー

2



1．成果を上げる社員に必要な3つの資質
2．⼈材育成の基本〜育成なくして指導なし
3．OJT職場内教育とOFF-JT職場外教育
4．必要能⼒⼀覧表の作成
・⼯事部門、営業部門、総務部門の

キャリアプランの作成
・現場⼒（品質、原価、⼯程、安全、環境）の⾼め⽅
・コミュニケーション能⼒の⾼め⽅
・技術営業⼒の⾼め⽅
・⼈材育成⼒の⾼め⽅
・個⼈別キャリアプランの作成
5．社員がやる気を出すための組織作り
・業務の効率化による待遇改善⼿法
・⾃主性を⾼める組織作り
・共同体組織の作り⽅ ・うまいほめ⽅、叱り⽅
・⼈が育つ組織の作り⽅
6．プラス思考の社員を育てるための組織作り
・思いやりのある⼈を育てる
・うそ、偽りのない⼈を育てる
・感謝⼒の⾼い⼈を育てる ・学び続ける⼈を育てる
・常に努⼒する⼈を育てる ・約束を守る⼈を育てる
・目上、目下への配慮ができる⼈を育てる

7．教育訓練年間計画の作成
8．社内研修の進め方
・⽇程の決定 ・講師の決定 ・参加者の決定
9．社内研修講師の育成
・企画スキルを⾼める
・インストラクションスキルを⾼める
・コミュニケーションスキルを⾼める
10．社外研修、教材の選び方
・外部研修機関の⾒極め⽅
・教材の活用⽅法
11．⼈材開発⽀援助成⾦を

活用した教育プラン作成方法

「教育計画を作りたいが、どこから⼿をつけたら良いか分
からない」

「外部研修を受けさせたいが、どれがよいかわからない」
「助成⾦の活用⽅法がわからない」
このようなことを感じる⼈は多いことでしょう。⼈材育成
は計画ありきです。会社としてどのような⼈材を求めてい
るのか。社員⼀⼈ひとりにどのような能⼒を持って欲しい
のか。
そのために、どのような教育を実施するのか。
これらを計画することが、⼈材育成の最初の⼀歩です。

本セミナーでは、2⽇間で⼈材育成に必要な、「必要能⼒
⼀覧表」「個⼈別キャリアプラン」「教育訓練計画書」を
実際に作り上げます。当⽅で提供する書式や事例をもとに、
⾃社に合う「プラン」を作成します。また、セミナー参加
者と意⾒交換することでよいアイデアが浮かぶこともある
でしょう。

本セミナーにて、新年度の教育計画を作成し、計画的な⼈
材育成を実施するための第⼀歩としてください。

２日間コース

建設業

東京 名古屋

1 日 目

2 日 目

・全社的な教育計画を作成する
・社員の職種、年代ごとに必要な能⼒を⼀覧表にする
・個⼈別の教育計画を作成する
・助成⾦申請に必要な書類を作成する

社員教育体系
～必要能力・教育計画～ 作成

大⼿建築資材メーカーでのルート営業を経
て製造本部品質管理室課⻑、管理本部、⼈
事課、総務課のマネージャーを歴任。海外
事業として関連会社に出向。建設会社の経
営幹部として経営に参画。
建設業における経験を活かして、建設業の
⽀援コンサルタントとして活躍している。

すでにある⼈事考課制度とキャリアパスに抜け・漏れがないか確認のため参加しました。講義と他社とのディ
スカッションで気づきが多くありました。体系的な考え⽅を知ることができ、今の制度をブラッシュアップで
きそうでわくわくしました。ありがとうございました。

（タマキハウジング株式会社 総務部係⻑ 藤⽥ 哲郎 様）

とてもわかりやすいセミナーで、すぐに実践できることが多かったです。成果を上げる社員を育成するために
なにが必要であるかを知ることができ、各世代、各役職ごとのキャリアプランを作る必要があることを知りま
した。今回学んだことを活かして、社内の教育体系を構築し、⼈事評価制度とも連動できるものにしていきた
いと思います。ありがとうございました。 （⾹川県 総合建設会社 総務部部⻑ T様）

講 師

参 加者の声

豊田 彰
ハタ コンサルタント株式会社
コンサルティング部
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【東 京】〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目15番8号 タウンハイツ銀座406
TEL : （03）6868-4505 FAX : （03）6893-3931

【名古屋】〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28 名古屋第二埼玉ビル
TEL：(052)533-9688 FAX：(052)533-9689
Ｅmail：info2@hata-web.com 

会 場 東京 12/9-10 ・ 名古屋 12/15-16

早 割 適用 ・ 不適用 請求書 不要 ・ 要（PDF）・ 要（郵送）

会社名 TEL

派 遣
責任者

部署・役職
FAX      

（ふりがな）
お名前 Email

受講者
①

（ふりがな）
お名前

部署・役職

才 男・⼥

受講者
②

（ふりがな）
お名前

部署・役職

才 男・⼥

住所

〒

備考

■対象者
建設業経営者、経営幹部、人事担当者

「早割」実施中！
開催2ヶ月前までのお申込みで3,000円オフ
開催1ヶ月前までのお申込みで2,000円オフ

■参加費
一般価格 60,000円（税込）
コンテク会員 55,000円（税込）

※キャンセルポリシー 研修開始⽇の7⽇前（⼟⽇祝除く）までにキャンセルのご連絡をいただいた場合は、受講料（通常申し込みは100％、早割の場合は50％）からキャンセル料
⾦(1,000円)を引いた⾦額をご返⾦いたします。
それ以降のキャンセルはキャンセル料⾦として受講料の全額をご負担ください。なお、代理の⽅の参加は可能です。
受講開始後、受講者ご本⼈様の都合により受講を中断された場合は、受講料の返⾦はいたしかねます。

建設業 社員教育体系〜必要能⼒・教育計画〜作成 ２⽇間コース

お申込は FAX 0120-196-810 または Email info2@hata-web.com までお早めに！

※不要の場合は受付メール本文に振込先情報を記載します※適用の場合、キャンセルポリシーが異なります。ご注意ください。

■開催日程
＊1⽇目12時〜19時、 2⽇目9時〜15時

【東 京】イオンコンパス東京八重洲会議室
東京都中央区京橋1-1-6 越前屋ビル4階

2020年12月9⽇（水）〜10⽇（木）

【名古屋】ウインクあいち(愛知県産業労働センター)
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

2020年12月15⽇（火）〜16⽇（水）

※宿泊される⽅は各⾃ホテルをご予約下さい。
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●リスクアセスメント，危険予知活動(KYK 活動)とは
・安全リスク管理の基礎知識

●建設図⾯の基礎知識を知る
・三角法作図演習

●積算の知識
・材料拾い積算演習
・鉄筋材料積算演習

●品質管理の基礎を知る
●⼯程管理

・⼯程表の作成演習
●原価管理の基本

・実⾏予算基本演習

１日目 安全管理の基本、建設図⾯読解⼿法

建設業界に入職して半年ほど経過し、⼯事現場に少
し慣れてきた新入社員。徐々に任される仕事が増えて
きていることでしょう。この段階で、品質管理、⼯程
管理、原価管理の基本を学ぶことは重要です。
図⾯・⼯程表が正確に読めてこそ、現場で協⼒会社に
正確に指示をすることができます。

また、出⾯の意味を正確に理解してこそ、原価管理
の基礎を学ぶことができます。

本研修では、新入社員に必要な施⼯管理の基本を学
ぶことができます。建設業未経験者にも最適な内容で
す。

この段階で体系だった教育を受けさせることで、仕
事の⾯白さを感じさせ、永く働いてもらえる職場環境
を作りましょう。

東 京 名古屋

2日目 ⼯程表読解、品質管理の基礎、原価管理の基本

⼯程表の読み⽅を体系的に学ぶ
品質管理の基本を学ぶ
原価管理の意味を理解し、
出⾯を毎⽇取れるようになる

⼈材開発⽀援助成⾦ 特定訓練コース 対象セミナー

入社後すぐに始まった研修だったため不安でいっぱいでしたが、グループの仲間と楽しく講義を
受けることができました。社内では同期社員がいないので、先輩に相談しづらいことをため込んで
いましたが、講義を受ける中で解消していけてよかったです。

今回の研修で他県や他社の⽅と交流できた点が、とても良い経験になりました。また、現場管理
についてわからないところの部分を細かく教えていただけて、とても勉強になりました。

チームワークの大切さ、コミュニケーションの必要性、建設業界の基本など、この仕事を⾏って
いくうえで大切なことを学ぶことができました。仕事も大切ですが、⼈との関わりの大切さを忘れ
ずにこれからも頑張っていきます。

社会⼈としての他⼈との接し⽅、そして仲間意識を持つことの大切さを感じました。社会に入っ
たばかりでわからないことが多く、不安な気持ちがありましたが、同じような境遇の⼈たちと⼀緒
に研修に参加できてよかったです。

大⼿建築資材メーカーでのルート営業を経て製造
本部品質管理室課⻑、管理本部、⼈事課、総務課
のマネージャーを歴任。海外事業として関連会社
に出向。建設会社の経営幹部として経営に参画。
建設業における経験を活かして、建設業の⽀援コ
ンサルタントとして活躍している。

名城大学⼟木⼯学科を卒業後、大⼿求⼈広告会社の
代理店で、営業達成率363％を３か月で達成。
2017年２月より建設業向けのコンサルタントとし
てISOコンサルティングや資格試験対策の研修講師
を⾏う。現在は過去の経歴を⽣かし、建設業向けの
採用コンサルティングや専門学校で専門知識の教鞭
をとる。

豊田 彰
ハタ コンサルタント株式会社

コンサルティング部

南出 紘孝
ハタ コンサルタント株式会社

コンサルティング部

講 師

大 阪

参 加者の声
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【東 京】〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目15番8号 タウンハイツ銀座406
TEL : （03）6868-4505 FAX : （03）6893-3931

【名古屋】〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28 名古屋第二埼玉ビル
TEL：(052)533-9688 FAX：(052)533-9689
Ｅmail：info2@hata-web.com 

■開催日程
＊1⽇目12時〜19時、 2⽇目9時〜15時

【東 京】イオンコンパス東京八重洲会議室
東京都中央区京橋1-1-6 越前屋ビル4階

2020年9月3⽇（木）〜4⽇（⾦）

【名古屋】ウインクあいち(愛知県産業労働センター)
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

2020年9月17⽇（木）〜18⽇（⾦）

【大 阪】イオンコンパス大阪駅前会議室
大阪府大阪市北区梅⽥1-2-2 大阪駅前第2ビル15階

2020年9月29⽇（火）〜30⽇（水）

※宿泊される⽅は各⾃ホテルをご予約下さい。

■対象者
2020年4月新卒社員、建設業未経験者
(⼟木、建築、建築設備、電気、プラント 対応)

「早割」実施中 
開催2ヶ月前までのお申込みで3,000円オフ
開催1ヶ月前までのお申込みで2,000円オフ

■参加費
⼀般価格 50,000円（税込）
コンテク会員 45,000円（税込）

※キャンセルポリシー 研修開始⽇の7⽇前（⼟⽇祝除く）までにキャンセルのご連絡
をいただいた場合は、受講料（通常申し込みは100％、早割の場合は50％）からキャン
セル料⾦(1,000円)を引いた⾦額をご返⾦いたします。それ以降のキャンセルはキャン
セル料⾦として受講料の全額をご負担ください。なお、代理の⽅の参加は可能です。
受講開始後、受講者ご本⼈様の都合により受講を中断された場合は、受講料の返⾦はい
たしかねます。

お申込は FAX 0120-196-810 または Email info2@hata-web.com までお早めに！

新入社員 工程・原価・品質管理基礎 強化２⽇間コース

会 場 東京 9/3-4 ・ 名古屋 9/17-18 ・ 大阪 9/29-30

早 割 適用 ・ 不適用 請求書 不要 ・ 要（PDF） ・ 要（郵送）

会社名 TEL

派 遣
責任者

部署・お役職名 
FAX      

お名前 
E-mail

受講者
①

お名前 経験

年 才 男・⼥
□⼟木 □建築
□その他
（ ）

受講者
②

お名前 経験

年 才 男・⼥
□⼟木 □建築
□その他
（ ）

住所

〒

連絡事項
相談内容

※不要の場合は受付メール本⽂に振込先情報を記載します※適用の場合、キャンセルポリシーが異なります。ご注意ください。
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第1講 建設業 部課⻑に必要な能⼒とは
イニシャティブを⾼め率先して⼈の⾏動を変えさせる能⼒を⾝につける
⼯事情報を調査して有効活用する能⼒を⾝につける
⼈と⼈との葛藤を処理する能⼒を⾼める
現場代理⼈に対してフィードバック（褒める，叱る）する能⼒を⾼める

第2講 ⼈材育成を推進する〜⼈が育つ組織を作る〜
⼯事部⻑・課⻑に必要なコミュニケーション能⼒
OJT（職場内教育）とOFF-JT（職場外教育）の⻑所と短所を知る
部下の効果的な指導⽅法 部下のほめ⽅、叱り⽅

第3講 部門経営戦略を⽴案する
〜顧客が集まる組織を作る〜

SWOT分析で⾃社の強みと弱みを把握する

第3講 部門経営戦略を⽴案する
〜顧客が集まる組織を作る〜

顧客が集まる組織になる
施⼯⽅法、営業⼿法、営業先、⼯事費の戦略を⽴てる
⼯事部課⻑の⾏う技術営業の実践⼿法
売上５原則 売上を上げる５つの⽅法
部門総合戦略のプレゼンテーション

第4講 チャレンジ目標を策定する
⼯事部課⻑に必要な業績向上、⼈材育成
能⼒向上目標を⽴てる
目標達成するための⾏動計画の⽴て⽅を知る

１⽇目 工事部課⻑に必要な能⼒

2⽇間で⼈材育成⼒、部門経営戦略⽴案能⼒、
フィードバック・交渉⼒を⾼めることができます。
建設業のニーズが⾼まっている今こそ、会社の骨
組みである部課⻑の⼒が問われます。
幹部を鍛えることで組織の骨格を強固にしましょ
う 

20名定員の少⼈数制のため、あなたに合わせた
講座運営で確実に管理⼒、⼈材育成⼒を⾼めるこ
とができます。部課⻑になったばかりの⽅はもち
ろん、レベルアップを目指す⽅もぜひご参加くだ
さい 

2⽇目 経営戦略・目標の立案

必要な能⼒を診断する
実習を通じて部門経営計画書を作成する
全国の⼯事部課⻑から刺激を受けられる

東 京 名古屋

「部課⻑に必要な能⼒とは」という講義が、今の⾃分の場所からどうなるべきなのかという視点で
話していただいたので、理想の管理者となるために、⾃分の不⾜しているところが⾒えて⾏動で改
善していくべき、という気づきを得ることが出来た。⼈材育成の⾯においても、部下の指導に対す
る⼿法や接し⽅での気づきを得ることができたので、実践してみようと思います。

経営など知らない世界の勉強でしたが、学べる⽅法などバーチャルで厳しい中でも楽しかったです。
活かせることは活かすことを忘れず進みたいと思います。

色々な項目で⼈と関わる機会を作るきっかけができ、対話をすることにより、縁を深めることが
できました。
これは、⾃⾝の⼈間⼒を⾼めるために重要なことだと感じました。それと、より⾼い目標設定を⽴
てることにより、達成のための実⾏も⾝になったことです。

講 師

参 加者の声

大⼿建築資材メーカーでのルート営業を経て製造本部品質管
理室課⻑、管理本部、⼈事課、総務課のマネージャーを歴任。
海外事業として関連会社に出向。建設会社の経営幹部として
経営に参画。
建設業における経験を活かして、建設業の⽀援コンサルタン
トとして活躍している。

豊田 彰
ハタ コンサルタント株式会社
コンサルティング部
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【東 京】〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目15番8号 タウンハイツ銀座406
TEL : （03）6868-4505 FAX : （03）6893-3931

【名古屋】〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28 名古屋第二埼玉ビル
TEL：(052)533-9688 FAX：(052)533-9689
Ｅmail：info2@hata-web.com 

■対象者
建設業⼯事部門の部⻑・課⻑
または⼯事部⻑・課⻑の候補者
（⼟木、建築、空調、衛⽣、電気、プラント）

「早割」実施中 
開催2ヶ月前までのお申込みで3,000円オフ
開催1ヶ月前までのお申込みで2,000円オフ

■参加費
⼀般価格 60,000円（税込）
コンテク会員 55,000円（税込）

※キャンセルポリシー 研修開始⽇の7⽇前（⼟⽇祝除く）までにキャンセルのご連絡
をいただいた場合は、受講料（通常申し込みは100％、早割の場合は50％）からキャン
セル料⾦(1,000円)を引いた⾦額をご返⾦いたします。それ以降のキャンセルはキャン
セル料⾦として受講料の全額をご負担ください。なお、代理の⽅の参加は可能です。
受講開始後、受講者ご本⼈様の都合により受講を中断された場合は、受講料の返⾦はい
たしかねます。

お申込は FAX 0120-196-810 または Email info2@hata-web.com までお早めに！

⼯事部課⻑ 組織管理⼒・⼈材育成⼒強化2日間コース

会 場 東京 11/5-6 ・ 名古屋 11/10-11

早 割 適用 ・ 不適用 請求書 不要 ・ 要（PDF） ・ 要（郵送）

会社名 TEL

派 遣
責任者

部署・お役職名 
FAX      

お名前 
E-mail

受講者
①

お名前 経験

年 才 男・⼥
□⼟木 □建築
□その他
（ ）

受講者
②

お名前 経験

年 才 男・⼥
□⼟木 □建築
□その他
（ ）

住所

〒

連絡事項
相談内容

※不要の場合は受付メール本⽂に振込先情報を記載します※適用の場合、キャンセルポリシーが異なります。ご注意ください。

■開催日程
＊1⽇目12時〜19時、 2⽇目9時〜15時

【東 京】イオンコンパス東京八重洲会議室
東京都中央区京橋1-1-6 越前屋ビル4階

2020年11月5⽇（木）〜6⽇（⾦）

【名古屋】ウインクあいち(愛知県産業労働センター)
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

2020年11月10⽇（火）〜11⽇（水）

※宿泊される⽅は各⾃ホテルをご予約下さい。
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社団法人全国土木施工管理技士会連合会 CPDS12ユニット
社団法人⽇本建築士会連合会 CPD12ユニット

※この講習会の学習プログラム履歴申請は、弊社にて代行いたします。
CPD、CPDS技術者証をお持ちの方は、登録番号をお知らせ下さい。

2日間の講義と個別添削で
評価される提案書が書ける！

 なかなか落札できない
 提案書のどこを

どう直せばいいかわからない
 受注できた提案書とできなかった

提案書の違いがわからない

↓ この研修を受講すると・・・

◎発注者に好印象な⽂章の書き⽅がわかる 
◎作成した提案書に点数をつけて

自己評価する⽅法がわかる 
◎評価される提案の着眼点がわかる 

1983年大阪大学⼯学部⼟木⼯学科卒業後、株式会
社熊谷組にて大型⼯事に参画。阪神大震災を契機に、
技術コンサルタント業を始める。「がんばれ建設〜建
設業業績アップの秘訣〜」は読者数18000⼈、⽇
本ーの建設業向けメールマガジンとなっている。

講師
降籏 達生

ハタ コンサルタント株式会社
代表取締役

技術提案支援実績100社、
300案件以上

12:00〜13:00
13:00〜14:00

14:00〜15:00
15:00〜16:00
16:00〜17:00

17:00〜18:00
18:00〜19:00

第1講オリエンテーション文章力を高める
演習(個人作業＆添削、個別指導)
文章力向上演習
演習文章表現力に幅をつける
第2講着眼点を見つける
演習(個人作業＆添削、個別指導)
着眼点抽出演習
「工程、着眼点一覧表」に工程に対応した
着眼点を記載する
第3講提案発想力を高める
演習（個人作業＆添削、個別指導）
技術提案発想演習
「着眼点、技術提案一覧表」に技術提案を
記載する

09:00〜10:30
10:30〜13:00

13:00〜14:00

14:00〜14:30
14:30〜15:00

第4講提案書の評価手法（スコアリング）
演習（個人作業）技術提案評価演習
「技術提案作成一覧表」に2提案を記載する

昼食

第5講提案書のブラッシュアップ
演習
ロールプレイによる実習

1 日 目

2 日 目

■カリキュラム このセミナーに参加して、多くの問題点を解決で
きました。⽂章作成の基本、技術提案の⽅法、ま
た、参加者との交流で多くのことを学び、⾃信に
つながりました。そして、メリハリある講義が緊
張感を保てて楽しかったです。

―総合建設会社（三重県）

今回の研修では、着眼点と対策を独⾃のスコア
ゲージでランク付けを⾏うことで、客観的な技術
提案書の骨格を作る⼿法を⾝につけられました。
今後、社内に帰って今までの提案でスコアが良
かったものをリスト化し、社内で水平展開をして
受注に結び付けたいと思います。とても有益な内
容での合宿、ありがとうございました。

―大⼿建設会社（東京都）

⽂章表現が大変分かりやすく表現できるようにな
りました。また、着眼点の洗い出し、それの対応
策の抽出において「技術提案作成⼀覧表」の活用
が大変参考になりました。⾃社に持ち帰り利用し
たいと思います。

――建設コンサルタント会社（愛知県）

マニュアル通りのセミナーや講習会でなく、多く
の経験に基づいて、こちらの状況に合わせた指導
をいただきましたので、大変分かりやすく、充実
した時間を過ごせました。作業の進め⽅やデータ
ベースとしての活用⽅法など、大変参考になり、
すぐに役に⽴つと考えます。他の社員にもぜひ受
講してほしいです。

――総合建設会社（奈良県）

各回定員

12名

参 加者の声
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【東 京】〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目15番8号 タウンハイツ銀座406
TEL : （03）6868-4505 FAX : （03）6893-3931

【名古屋】〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28 名古屋第二埼玉ビル
TEL：(052)533-9688 FAX：(052)533-9689
Ｅmail：info2@hata-web.com 

会 場 東京 3/10-11 ・ 名古屋 6/2-3 ・ 大阪 9/8-9 ・ 東京 12/8-9

早 割 適用 ・ 不適用 請求書 不要 ・ 要（PDF） ・ 要（郵送）

会社名 TEL

派 遣
責任者

部署・お役職名 
FAX      

お名前 
E-mail

受講者
①

お名前 経験

年 才
男・⼥

□建設コンサルタント
□建設業（コンサル以外）
□その他（ ）

受講者
②

お名前 経験

年 才
男・⼥

□建設コンサルタント
□建設業（コンサル以外）
□その他（ ）

住所

〒

連絡事項
相談内容

※不要の場合は受付メール本⽂に振込先情報を記載します※適用の場合、キャンセルポリシーが異なります。ご注意ください。

■開催日程
＊1⽇目12時〜19時、 2⽇目9時〜15時

【東 京】イオンコンパス東京八重洲会議室
東京都中央区京橋1-1-6 越前屋ビル4階

①2020年3月10⽇（火）〜11⽇（水）
②2020年12月8⽇（火）〜9⽇（水）

【名古屋】ウインクあいち(愛知県産業労働センター)
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

2020年6月2⽇（火）〜3⽇（水）

【大 阪】イオンコンパス大阪駅前会議室
大阪府大阪市北区梅⽥1-2-2 大阪駅前第2ビル15階

2020年9月8⽇（火）〜9⽇（水）

※宿泊される⽅は各⾃ホテルをご予約下さい。

■対象者
建設業・建設コンサルタント業の技術提案書作成
担当者、提案⼒・⽂章⼒を⾼めたい建設技術者
(⼟木、建築、建築設備、プラント、電気、⼟木設
計 対応)

「早割」実施中 
開催2ヶ月前までのお申込みで3,000円オフ
開催1ヶ月前までのお申込みで2,000円オフ

■参加費
⼀般価格 60,000円（税込）
コンテク会員 55,000円（税込）

※キャンセルポリシー 研修開始⽇の7⽇前（⼟⽇祝除く）までにキャンセルのご連絡
をいただいた場合は、受講料（通常申し込みは100％、早割の場合は50％）からキャ
ンセル料⾦(1,000円)を引いた⾦額をご返⾦いたします。
それ以降のキャンセルはキャンセル料⾦として受講料の全額をご負担ください。なお、
代理の⽅の参加は可能です。
受講開始後、受講者ご本⼈様の都合により受講を中断された場合は、受講料の返⾦はい
たしかねます。

お申込は FAX 0120-196-810 または Email info2@hata-web.com までお早めに！

技術提案 文章⼒・提案⼒ 強化2⽇間コース
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・ネットワーク⼯程表の作成⽅法
・暦⽇換算係数の基礎演習
・歩掛りの基礎理解
・歩掛り演習

安全管理ができても、⼯程や原価の管理を苦⼿と
している技術者は少なくないでしょう。
どの業種でも共通して、⼯程と原価には密接な関
係があります。基礎的な考え⽅を理解すると、現
場ですぐに応用することができます。また、現在
管理の業務に直接携わっていない⼈でも、⼯程や
原価の知識がある⽅が技術者としての幅が広がり
ます。
本研修では、⼯程管理、原価管理の基礎を学んで
施⼯管理に活かすことを目的としています。各国
家資格の問題とも関連しているため、資格取得を
目指している⽅にも最適です。

社団法人全国土木施工管理技士会連合会
CPDS12ユニット 申請中

社団法人⽇本建築士会連合会
CPD12ユニット 申請中

東 京 名古屋 大 阪 ※ユニットは弊社で代行申請いたします。セミナー当日技術者証等を
持参いただくか、あらかじめ事務局に番号をお伝えください。

同世代、近い経験年数の⼈と話す・会う機会が全くなく、よい機会となりました。また、演習問
題はわかるところはグループ内で教え、わからないところは教えてもらったり、助け合うことがで
きました。

やはり⼯程を管理するにも、職⼈・職⻑・監督さんと信頼関係が必要になるわけで、愛のある⼯
程表を作るということが大変参考になりました。ありがとうございました。

普段の業務上必要な基礎知識を、会社ではなかなか教えてもらえないため、いい勉強になりまし
た。 他社の同年代の⼈がどのような業務をしているかなど知る機会はあまりないため、良い刺激に
なりました。

・原価算出の基礎
・原価算出演習
・協⼒会社は儲かったか確認演習
・積算書、設計数量演習
・実⾏予算書作成演習
・コスト発⽣の仕組み

講 師

参 加者の声

 ⼯程管理の基礎を学ぶ
 原価管理の基礎を学ぶ
 ⼯程と原価の関係を知る
 現場で使える知識に落とし込む

現場で利益を
出すための

１日目 原価管理につながる工程表作成

2日目 原価管理とコスト発生の仕組み

三浦 規義
ハタ コンサルタント株式会社
取締役
コンサルティング部 部⻑

清水建設にて、建築現場施⼯管理に従事する。
JRセントラルタワーズ等大型⼯事に参画。
2000年より技術コンサルティング業務を開
始。ISOコンサルティング実績は200件を超
える。
1級建築士、1級建築施⼯管理技士
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【東 京】〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目15番8号 タウンハイツ銀座406
TEL : （03）6868-4505 FAX : （03）6893-3931

【名古屋】〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28 名古屋第二埼玉ビル
TEL：(052)533-9688 FAX：(052)533-9689
Ｅmail：info2@hata-web.com 

■対象者
⼯程管理、原価管理を学びたい施⼯管理技術者
(⼟木、建築、建築設備、電気、プラント 対応)

「早割」実施中 
開催2ヶ月前までのお申込みで3,000円オフ
開催1ヶ月前までのお申込みで2,000円オフ

■参加費
⼀般価格 50,000円（税込）
コンテク会員 45,000円（税込）

※キャンセルポリシー 研修開始⽇の7⽇前（⼟⽇祝除く）までにキャンセルのご連絡
をいただいた場合は、受講料（通常申し込みは100％、早割の場合は50％）からキャン
セル料⾦(1,000円)を引いた⾦額をご返⾦いたします。それ以降のキャンセルはキャン
セル料⾦として受講料の全額をご負担ください。なお、代理の⽅の参加は可能です。
受講開始後、受講者ご本⼈様の都合により受講を中断された場合は、受講料の返⾦はい
たしかねます。

お申込は FAX 0120-196-810 または Email info2@hata-web.com までお早めに！

工程管理・原価管理 基礎２⽇間コース

会 場 東京 10/5-6 ・ 名古屋 10/19-20 ・ 大阪 10/8-9

早 割 適用 ・ 不適用 請求書 不要 ・ 要（PDF） ・ 要（郵送）

会社名 TEL

派 遣
責任者

部署・お役職名 
FAX      

お名前 
E-mail

受講者
①

お名前 経験

年 才 男・⼥
□⼟木 □建築
□その他
（ ）

受講者
②

お名前 経験

年 才 男・⼥
□⼟木 □建築
□その他
（ ）

住所

〒

連絡事項
相談内容

※不要の場合は受付メール本⽂に振込先情報を記載します※適用の場合、キャンセルポリシーが異なります。ご注意ください。

■開催日程
＊1⽇目12時〜19時、 2⽇目9時〜15時

【東 京】イオンコンパス東京八重洲会議室
東京都中央区京橋1-1-6 越前屋ビル4階

2020年10月5⽇（月）〜6⽇（火）

【名古屋】ウインクあいち(愛知県産業労働センター)
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

2020年10月19⽇（月）〜20⽇（火）

【大 阪】イオンコンパス大阪駅前会議室
大阪府大阪市北区梅⽥1-2-2 大阪駅前第2ビル15階

2020年10月8⽇（木）〜9⽇（⾦）

※宿泊される⽅は各⾃ホテルをご予約下さい。
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・施⼯図チェック研修の目的主旨説明
・ＲＣ構造建築物の躯体図作成ポイント
・基礎施⼯図、⼟間伏図作成の留意点

（⾒上げ図、⾒下げ図）
・⼀部モデル現場での作図ポイント演習
・基礎施⼯図（杭を含む）（１）
・基礎、⼟間伏せ図の作図演習（２）
・躯体図作図チェックポイント質問

・1⽇目の振り返り、質問
・仕上げ施⼯図の作図ポイント説明
・ＲＣ構造建築物の仕上げ施⼯図作成ポイント

（外注図⾯のチェック点，品質管理重要事項等）
・仕上げ詳細図の作図演習
・天井伏せ図、各割付図施⼯図の作図演習

１日目 躯体施工図のポイントと演習

2日目 仕上げ施工図のポイントと演習

autoCAD、JWCADの操作はできるがチェックができな
い施⼯図担当者が多くいます。確認するポイントを押さ
えていないため、現場で大きなロスや⼿戻りが⽣じます。
施⼯図チェックの精度には経験値も必要ですが、重点的
に確認すべきポイントを知ることでレベルアップの近道
になります。
この研修では2⽇間で、施⼯図チェックの要点をお伝え
します。

ポイントを理解してチェック
できるようになります 

 RC躯体図
 ⼟間杭伏せ図
 天井伏せ図
 仕上げ平⾯詳細図

東 京 名古屋

三浦 規義
ハタ コンサルタント株式会社
取締役
コンサルティング部 部⻑

講 師

清水建設にて、建築現場施⼯管理に従事する。
JRセントラルタワーズ等大型⼯事に参画。
2000年より技術コンサルティング業務を開始。
ISOコンサルティング実績は200件を超える。
1級建築士、1級建築施⼯管理技士

見栄え
良く

損失が
出ない

トラブル
知らず

受講後、斫り⼯事や後戻り作業が減少しました。外注施⼯図会社の修正も減りました。ポイントを
突いた研修内容が良かったです。基本的な事を学べて助かりました。
⾼度な原価管理やVE活動より、施⼯図の完成度を⾼める⽅が効果が⾼いと思います。

施⼯図チェックは現場でのOJTや先輩社員からの教育ではなかなか⾝につきません。2⽇で効率よく
学べ、実践的な研修でした。グループディスカッションの場もあり、他社同年代の社員と⾃分の実
⼒を知る良い場です。⼈⼿不⾜のこの時世で建築現場での施⼯図ミスは致命的です。ムリ・ムラ・
ムダの意識も芽⽣え、細かな点が重要な施⼯図チェックに⼒が入ります。

会社ではとにかく早く仕上げることだけを意識してました。この研修に参加して、それでは評価の
⾼い施⼯図にならないことが理解できました。設計図のプロットしただけの図⾯ではダメです。設
計図を読み解き、収まりを検討して始めて現場で使える図⾯です。チェックポイントを分かりやす
く解説していただき、現場で使うイメージがつきました。ありがとうございました。

参 加者の声

社団法人⽇本建築士会連合会
CPD12ユニット 申請中

※ユニットは弊社で代行申請いたします。
セミナー当日技術者証等を持参いただくか、
あらかじめ事務局に番号をお伝えください。

13



【東 京】〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目15番8号 タウンハイツ銀座406
TEL : （03）6868-4505 FAX : （03）6893-3931

【名古屋】〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28 名古屋第二埼玉ビル
TEL：(052)533-9688 FAX：(052)533-9689
Ｅmail：info2@hata-web.com 

■開催日程
＊1⽇目12時〜19時、 2⽇目9時〜15時

【東 京】イオンコンパス東京八重洲会議室
東京都中央区京橋1-1-6 越前屋ビル4階

2020年10月15⽇（木）〜16⽇（⾦）

【名古屋】ウインクあいち(愛知県産業労働センター)
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

2020年10月22⽇（木）〜23⽇（⾦）

※宿泊される⽅は各⾃ホテルをご予約下さい。

■対象者
施⼯図担当者、施⼯図作成者施⼯図チェック者、
若年建築技術者、設備図⾯担当者、未経験者

「早割」実施中 
開催2ヶ月前までのお申込みで3,000円オフ
開催1ヶ月前までのお申込みで2,000円オフ

■参加費
⼀般価格 50,000円（税込）
コンテク会員 45,000円（税込）

※キャンセルポリシー 研修開始⽇の7⽇前（⼟⽇祝除く）までにキャンセルのご連絡
をいただいた場合は、受講料（通常申し込みは100％、早割の場合は50％）からキャン
セル料⾦(1,000円)を引いた⾦額をご返⾦いたします。それ以降のキャンセルはキャン
セル料⾦として受講料の全額をご負担ください。なお、代理の⽅の参加は可能です。
受講開始後、受講者ご本⼈様の都合により受講を中断された場合は、受講料の返⾦はい
たしかねます。

お申込は FAX 0120-196-810 または Email info2@hata-web.com までお早めに！

建築施⼯図作成チェック 2日間コース

会 場 東京 10/15-16 ・ 名古屋 10/22-23

早 割 適用 ・ 不適用 請求書 不要 ・ 要（PDF） ・ 要（郵送）

会社名 TEL

派 遣
責任者

部署・お役職名 
FAX      

お名前 
E-mail

受講者
①

お名前 経験

年 才 男・⼥
□⼟木 □建築
□その他
（ ）

受講者
②

お名前 経験

年 才 男・⼥
□⼟木 □建築
□その他
（ ）

住所

〒

連絡事項
相談内容

※不要の場合は受付メール本⽂に振込先情報を記載します※適用の場合、キャンセルポリシーが異なります。ご注意ください。
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講 師

①建設業法の目的と概要～建設業法とは

建設業法の内容・特定建設業者、一般建設業者の責務とは
建設業法違反の罰則を知る

②配置技術者～誰を配置すればいいのか

監理技術者、主任技術者の配置・監理技術者資格者証とは・労働安全
衛生法に関する資格者の配置

③下請負契約～契約する時に注意しなければならないこと

見積条件の提示方法・請負契約書の作り方を知る、一括下請負とは
④施工～施工中に配慮すべきことは

標識の設置方法・特定元方事業者の責務
⑤下請代金の支払い～支払い時に注意することは

前払金の配慮方法・支払期限はいつか・現金払い、手形払いの別を知る
⑥作成図書～現場で作成しないといけない書類は

施工体制台帳の作成方法・施工体系図の作成方法・再下請通知書とは

現場を担当する技術者が建設業法の趣旨と
⼯事現場への適用⽅法を理解している必要が
年々⾼まっています。

本セミナーでは、建設業法、および関連す
る労働安全衛⽣法が求めている内容を理解す
るとともに演習を通じた飽きのこないカリ
キュラムにより現場で実践する⼒を⾝につけ
ることができます。

●建設業法という固いテーマでしたが、問題を解い
たり、ディスカッションをおこなうことで、しっ
かりと取り組むことができました。

●説明がわかりやすく、すんなり理解することがで
きました。

対象者 建設会社 現場担当者、現場代理⼈、⼯事主任
総務担当者、コンプライアンス担当者

開催日程 ＊各回9 30〜17 00
【東 京】イオンコンパス東京八重洲会議室

（東京都中央区京橋1-1-6 越前屋ビル4階）
① 2020年4月22⽇(水) ② 2020年8月28⽇(⾦)

【名古屋】愛知県産業労働センター（ウインクあいち）
（名古屋市中村区名駅四丁目4番38号）
① 2020年6月12⽇(⾦) ② 2020年10月9⽇(⾦)

参加費 25,000円(税込)、コンテク会員 23,000円(税込)

★早割 開催2ヶ月前までのお申込みで2,000円オフ
開催1ヶ月前までのお申込みで1,000円オフ

大⼿建築資材メーカーでのルート営
業を経て製造本部品質管理室課⻑、
管理本部、⼈事課、総務課のマネー
ジャーを歴任。建設業における経験
を活かして、建設業の⽀援コンサル
タントとして活躍している。

名城大学⼟木⼯学科を卒業後、大⼿求⼈
広告会社の代理店で、営業達成率363％
を３か月で達成。2017年２月より建設
業向けのコンサルタントとしてISOコン
サルティングや資格試験対策の研修講師
を開始。専門学校等でも教鞭をとる。

※この講習会の学習プログラム履歴申請は、弊社にて代行いたします。
技術者証をお持ちの方は、登録番号をお知らせ下さい。

豊田 彰 南出 紘孝

社団法人全国土木施工管理技士会連合会 CPDS7ユニット
社団法人日本建築士会連合会 CPD7ユニット

※キャンセルポリシー 研修開始⽇の7⽇前（⼟⽇祝除く）までにキャンセル
のご連絡をいただいた場合は、受講料（通常申し込みは100％、早割の場合は
50％）からキャンセル料⾦(1,000円)を引いた⾦額をご返⾦いたします。
それ以降のキャンセルはキャンセル料⾦として受講料の全額をご負担ください。
なお、代理の⽅の参加は可能です。
受講開始後、受講者ご本⼈様の都合により受講を中断された場合は、受講料の
返⾦はいたしかねます。

お申込は FAX 0120-196-810 または Email info2@hata-web.com までお早めに！

会 場 東京 4/22（水） ・ 名古屋 6/12（⾦） ・ 東京 8/28（⾦） ・ 名古屋 10/9（⾦）

早 割 適用 ・ 不適用 請求書 不要 ・ 要（PDF）・ 要（郵送）

会社名 TEL

派 遣
責任者

部署・役職
FAX      

（ふりがな）
お名前 Email

受講者
①

（ふりがな）
お名前 受講者

②
（ふりがな）

お名前

住所
〒

参 加者の声

【東 京】〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目15番8号 タウンハイツ銀座406
TEL : （03）6868-4505 FAX : （03）6893-3931

【名古屋】〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28 名古屋第二埼玉ビル
TEL：(052)533-9688 FAX：(052)533-9689
Ｅmail：info2@hata-web.com 

15



実施希望日時 年 月 ⽇ 時頃 開催場所 （例 名古屋市内）
※ご希望の⽇時と講師予定の調整の後、確定いたします。ご希望通りに開催できない可能性もございますのでご了承ください。複数ご記入いただくとスムーズです。

参加予定⼈数 ⼈

会社名 TEL 

担当者 部署・お役職名 FAX 

担当者 お名前 E-mail 

お申し込みはEmailまたはFAXで
Email：info2@hata-web.com FAX：０120-196-810

墜落・転落による労働災害を防⽌するため、平成30年6月19⽇、労働安全衛⽣規則等の改正が⾏われ、
「墜落防⽌用器具を用いて⾏う作業に係る業務に係る特別教育（フルハーネス型安全帯使用作業特別
教育）」の実施が義務付けられ、平成31年2月1⽇に施⾏されることとなりました。
弊社では下記のとおり特別教育を実施できる有資格者の講師を派遣しております。

作業に関する知識
墜落静⽌用器具に関する知識
労働災害の防⽌に関する知識
関係法令
墜落制⽌用器具の使用⽅法等（実技）

研修内容 （6時間）
1時間
2時間
1時間
30分
1時間30分

⾃分の経験と照らし合わせて共感できる部分が多
かった
経験や指導を受けないとわからないことを話して
もらい、とても内容の濃い時間だった
講話が⾯白く飽きなかった
なぜフルハーネスを使用するべきなのかがわかり、
安全に対する意識も⾼まった

15,000円 ／ １⼈料⾦

15名以上定員

①安全帯が「墜落制⽌用器具」に変更
②墜落制⽌用器具は原則「フルハーネス型」を使用
③｢安全衛生特別教育」が必要

法改正の
ポイント

フルハーネス型安全帯
使用作業特別教育
講師派遣のご案内

高さが２メートル以上の箇所であって作業床を設け
ることが困難なところにおいて、墜落制⽌用器具の
うちフルハーネス型のものを用いて⾏う作業に係る
業務（ロープ高所作業に係る業務を除く）を⾏う方

対象者
※各⾃フルハーネス型安全帯を必ず

持参してください。
持参されない場合は当⽇受講がで
きません。

【東 京】〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目15番8号 タウンハイツ銀座406
TEL : （03）6868-4505 FAX : （03）6893-3931

【名古屋】〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28 名古屋第二埼玉ビル
TEL：(052)533-9688 FAX：(052)533-9689
Ｅmail：info2@hata-web.com 

参加者の声
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請求書 不要 ・ セミナー料⾦とまとめる ・ セミナー料⾦と別途発⾏

会社名 TEL

申 込
責任者

部署・お役職名 
FAX     

（ふりがな）
お名前 Email

住所

〒

連絡事項
相談内容

お申し込みは必要事項をご記入の上、
FAX 0120-196-810 または E-mail info2@hata-web.com に送付ください。

コンテク会員申込案内
入会費 10,000円 年会費 無料

コンテク会員とは、⼀社⼀会員の永久会員制度です。（ただし、⽀社間での会員権共有は不可）
⼀度入会いただければ社員様はどなたでもコンテク会員価格にて弊社のセミナーをご受講いただけま
す。

■会員価格例 

■入会について
①本申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはメールに添付してお申込みください。
②担当者が確認し、ご連絡いたします。
③入会費をご入⾦ください。 ※お振込み期限は申し込み後２週間程度とさせていただきます。

セミナーとの同時申し込み、同時入⾦が可能です。
セミナー申し込みの際に本申込書を同時に送付ください。

★現場代理⼈育成６か月コースの場合
【 ⼀ 般 】 １⼈参加 183,000円

2⼈以上参加 178,000円
【コンテク会員】１⼈参加 178,000円

2⼈以上参加 173,000円

★技術提案 ⽂章⼒・提案⼒ 強化
2日間コースの場合

【 ⼀ 般 】 60,000円

【コンテク会員】55,000円

※不要の場合は受付メール本⽂に振込先情報を記載します

【東 京】〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目15番8号 タウンハイツ銀座406
TEL : （03）6868-4505 FAX : （03）6893-3931

【名古屋】〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28 名古屋第二埼玉ビル
TEL：(052)533-9688 FAX：(052)533-9689
Ｅmail：info2@hata-web.com 
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セ ミ ナ ー 申 込 書
お申込方法

①申込書にご記入のうえ、FAXまたはEmailでお申込みください。本冊子の各セミナー案内の申込用紙も
ご利用いただけます。また、弊社ホームページからもお申込みできます。
担当者が確認次第、受付のお知らせをE-mailにてお送りします。

②受講料は、事前の銀行振り込みです。ご入金先口座は受付時にお知らせいたします。
③ご入金確認後、開催２週間ほど前にメールにて当日のご案内をいたします。
※キャンセルポリシー※

研修開始日の7日前（土日祝除く）までにキャンセルのご連絡をいただいた場合は、受講料からキャンセル料金(1,000円)を引いた金額を
ご返金いたします。（早割適用の場合は受講料の50％からキャンセル料金(1,000円)を引いた金額をご返金）
それ以降のキャンセルはキャンセル料金として受講料の全額をご負担ください。なお、代理の方の参加は可能です。
受講開始後、受講者ご本人様の都合により受講を中断された場合は、受講料の返金はいたしかねます。

申し込み
セミナー 開催⽇

請求書 不要 ・ 要(メールにPDF添付)  ・ 要(郵送) 早 割 適用 ・ 不適用
（いずれかに〇をつけてください）

会社名 TEL

派 遣
責任者

部署・お役職名；
FAX           

（ふりがな）
お名前； E-mail

受講者
①

（ふりがな）
お名前；

経験

年 才
男・女

□土木 □建築
□その他
（ ）

受講者
②

（ふりがな）
お名前；

経験

年 才
男・女

□土木 □建築
□その他
（ ）

受講者
③

（ふりがな）
お名前；

経験

年 才
男・女

□土木 □建築
□その他
（ ）

受講者
④

（ふりがな）
お名前；

経験

年 才
男・女

□土木 □建築
□その他
（ ）

受講者
⑤

（ふりがな）
お名前；

経験

年 才
男・女

□土木 □建築
□その他
（ ）

住 所
〒

連絡事項
相談内容

お申し込みは必要事項をご記入の上、
FAX：0120-196-810 または E-mail：info2@hata-web.com に送付ください。

※請求書不要の場合、メールにご入金情報を記載いたします。

【東 京】〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目15番8号 タウンハイツ銀座406
TEL : （03）6868-4505 FAX : （03）6893-3931

【名古屋】〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28 名古屋第二埼玉ビル
TEL：(052)533-9688 FAX：(052)533-9689
Ｅmail：info2@hata-web.com 

*お問い合わせはフリーダイヤル 0120-926-810 まで
www.hata-web.com (ハタウェブ･ドット･コム) 


