
 
   建設埼玉もしくは
日建学院大宮校へご希望
資格をお問合せください 
(まず話が聞きたい等 
ご相談も承ります) 

日建学院担当者より
ご連絡いたします 

 
お申込みお手続き 
(加入の証明できる書類
をご用意下さい) 

 
 
 
 

日建学院の講座を
割引学費で受講 

15万円以上の講座  ３万円引き  

8万円以上15万円未満２万円引き 

ご利用の流れ 

みなさまの一層のご活躍のため、資格取得を支援いたします。とってもリーズナブルに皆様にご提供致します。建設埼玉組合員
の方限定となっております。この機会に是非資格取得をめざしてください！ 

2018年度保存版 

2018.1 

氏名 

住所 

ご連絡先 -       - 

お勤め先 

お勤め先住所 

資料希望 

◆ご希望コースに☑、下段項目を選択してください。（複数可） 

□1級建築士 
(希望コース名              ）  
(受講希望・説明希望・パンフレット希望) 
 
□1級建築施工管理技士            
(希望コース名              ）  
(受講希望・説明希望・パンフレット希望) 
 
□1・2級土木施工管理技士          
(希望コース名              ）  
(受講希望・説明希望・パンフレット希望) 
 
□宅地建物取引士 
(希望コース名              ）  
(受講希望・説明希望・パンフレット希望) 
 
□管理業務主任者 
(希望コース名              ）  
(受講希望・説明希望・パンフレット希望) 
 
□構造関連 
(希望コース名              ）  
(受講希望・説明希望・パンフレット希望) 

□2級建築士 
(希望コース名              ）  
(受講希望・説明希望・パンフレット希望) 
 
□2級建築施工管理技士 
(希望コース名              ）  
(受講希望・説明希望・パンフレット希望) 
 
□インテリアコーディネーター 
(希望コース名              ）  
(受講希望・説明希望・パンフレット希望) 
 
□2級ファイナンシャルプランナー（AFP） 
(希望コース名              ）  
(受講希望・説明希望・パンフレット希望) 
 
□土地家屋調査士 
(希望コース名              ）  
(受講希望・説明希望・パンフレット希望) 
 
□建築設備士 
(希望コース名              ）  
(受講希望・説明希望・パンフレット希望) 

希望校 
□大宮校  □川越校  □南越谷校  □熊谷校  □池袋校  □川口校  

□所沢校  □朝霞台校 □他校（     ）          

ご要望・ご質問 

建設埼玉 技術対策部 
〒331-0812 さいたま市北区宮原町4-144-1 

TEL：０４８－７８０－２０００ FAX：０４８－７８０－２０２０ 担当：江川  

【下記を記入し 建設埼玉 もしくは 日建学院大宮校 宛に 
                 TEL又はFAX送信してください。】 

日建学院 お問合せ代表校 大宮校 
〒330-0802 さいたま市大宮区宮町２-２３イーストゲート大宮ビル３Ｆ  

TEL :０４８－６４８－５５５５ FAX :０４８－６４８－０２０２         



                                                                    （金額は税抜） 

                                        （金額は税抜） 

南越谷校 〒 343-0845 

埼玉県 越谷市 南越谷1-15-1 
南越谷ラクーン5F 

TEL：048-986-2700 
FAX：048-986-2701 

大宮校 〒 330-0802 

埼玉県 さいたま市大宮区 宮町2-23 
イーストゲート大宮ビルA館3F 

TEL：048-648-5555 
FAX：048-648-0202 

講座名 
教育訓練  
給付金対象 

学習形態 
通常学費
（税抜） 

組合員学費   
(税抜） 

開講時期 

❒1級建築士学科 スーパー本科 一部○ 通学 690,000 660,000 前年2月 

❒1級建築士学科 本科 ○ 通学 500,000 470,000 前年11月 

❒1級建築士学科 問題解説   通学 210,000 180,000 3月 

❒1級建築士学科 Web     Web 300,000 270,000 前年7月 

❒1級建築士学科 通信合格   通信 100,000 80,000 前年10月 

❒1級建築士設計製図 パーフェクト本科 ○ 通学 520,000 490,000 3月 

❒1級建築士設計製図 攻略パック 一部○ 通学 520,000 490,000 3月 

❒1級建築士設計製図 本科 ○ 通学 370,000 340,000 8月 

❒1級建築士設計製図 短期   通学 220,000 190,000 9月 

❒1級建築士設計製図 Web     Web 130,000 110,000 3月 

❒2級建築士学科 スーパー本科  一部○ 通学 590,000 560,000 前年2月 

❒2級建築士学科 本科  ○ 通学 400,000 370,000 前年12月 

❒2級建築士学科 問題解説   通学 180,000 150,000 4月 

❒2級建築士学科 Web   Web 300,000 270,000 前年7月 

❒2級建築士学科 通信合格   通信 100,000 80,000 前年9月 

❒2級建築士設計製図 パーフェクト本科 ○ 通学 470,000 440,000 2月 

❒2級建築士設計製図 攻略パック 一部○ 通学 470,000 440,000 2月 

❒2級建築士設計製図 本科 ○ 通学 370,000 340,000 7月 

❒2級建築士設計製図 短期   通学 220,000 190,000 8月 

❒2級建築士設計製図 Web   Web 130,000 110,000 3月 

講座名 
教育訓練  
給付金対象 

学習形態 
通常学費
（税抜） 

組合員学費   
(税抜） 

開講時期 

❒1級建築施工管理技士 学科 ○ 通学 250,000 220,000 2月 

❒1級建築施工管理技士 学科短期   通学 130,000 110,000 4月 

❒1級建築施工管理技士 実地本科速修 ○ 通学 200,000 170,000 6月 

❒1級建築施工管理技士 実地   通学 130,000 110,000 8月 

❒1級建築施工管理技士 実地Web   Web 130,000 110,000 8月 

❒2級建築施工管理技士 短期集中 ○ 通学 170,000 140,000 8月 

❒2級建築施工管理技士 短期集中Web   Web 170,000 140,000 8月 

❒2級建築施工管理技士 学科   通学 120,000 100,000 3月 

❒2級建築施工管理技士 学科Web   Web 120,000 100,000 3月 

❒2級建築施工管理技士 実地   通学 80,000 60,000 10月 

❒2級建築施工管理技士 実地Web   Web 80,000 60,000 10月 

❒1級土木施工管理技士 学科短期集中 ○ 通学 250,000 220,000 3月 

❒2級土木施工管理技士 短期集中 ○ 通学 220,000 190,000 7月 

埼玉県内各校 

2018年 

川口校 〒 332-0012 

埼玉県 川口市 本町4-4-12 
イーストゲートタワー２F 

TEL：048-499-5001 
FAX：048-499-3001 

                               （金額は税抜） 

                                  （金額は税抜） 

川越校 〒 350-1123 

埼玉県 川越市 脇田本町15-13 
東上パールビルヂング6F 

TEL：049-243-3611  
FAX：049-244-69191 

熊谷校 〒 360-0042 

埼玉県 熊谷市 本町2-34-2  
ＬＢ熊谷ビル２階Ａ号室 

TEL：048-525-1806  
FAX：048-525-0164 

講座名 
教育訓練  
給付金対象 

学習形態 
通常学費
（税抜） 

組合員学費   
(税抜） 

開講時期 

❒宅地建物取引士 スーパー本科 一部○ 通学 250,000 220,000 前年11月 

❒宅地建物取引士 本科 ○ 通学 200,000 170,000 4月 

❒宅地建物取引士 短期集中 ○ 通学 150,000 120,000 6月 

❒宅地建物取引士 直前対策   通学 100,000 80,000 8月 

❒宅地建物取引士 Web ○ Web 100,000 80,000 2月 

❒インテリアコーディネーター １次２次ストレート合格Web   Web 180,000 150,000 前年10月 

❒インテリアコーディネーター １次試験対策Web   Web 130,000 110,000 前年10月 

❒インテリアコーディネーター ２次試験対策Web   Web 80,000 60,000 前年12月 

❒AFP 2級FP/AFPフルパック ○ 通学 or Web 150,000 120,000 年3回 

❒AFP 2級/AFP重点   通学 or Web 100,000 80,000 年3回 

❒管理業務主任者 本科Web   Web 80,000 60,000 5月 

講座名 
教育訓練  
給付金対象 

学習形態 
通常学費
（税抜） 

組合員学費   
(税抜） 

開講時期 

❒土地家屋調査士 本科 ○ 通学 350,000 320,000 前年8月 

❒土地家屋調査士 本科Web   Web 350,000 320,000 前年8月 

❒土地家屋調査士 答練   通学 150,000 120,000 6月 

❒土地家屋調査士 通信合格   通信 80,000 60,000 1月 

❒構造設計1級建築士 本科Web   Web 300,000 270,000 随時 

❒構造設計1級建築士 問題解説Web   Web 180,000 150,000 随時 

❒建築構造計算 初級    通学 350,000 320,000 随時 

❒建築構造計算 中級   通学 400,000 370,000 随時 

❒構造設計実務Web S造   Web 120,000 100,000 随時 

❒構造設計実務Web RC造   Web 120,000 100,000 随時 

❒構造設計実務Web マスターコース   Web 200,000 170,000 随時 

❒構造計算書作成Web マスターコース   Web 100,000 80,000 随時 

❒構造計算 耐震性能評価スピード計算法Web   Web 600,000 570,000 随時 

❒構造計算 保有水平耐力計算法Web   Web 250,000 220,000 随時 

❒構造計算 限界耐力計算法Web   Web 250,000 220,000 随時 

❒構造計算 限界状態設計法Web   Web 250,000 220,000 随時 

❒構造計算 耐震MYノートWeb   Web 250,000 220,000 随時 

❒木造建築士 木造住宅耐震診断基礎養成講座Web    Web 100,000 80,000 随時 

❒環境・設備 〔小規模建築物〕実務Web   Web 100,000 80,000 随時 

❒建築設備士 学科Web   Web 120,000 100,000 前年7月 

❒建築設備士 ストレート合格Web   Web 190,000 160,000 前年7月 

❒建築設備士 ２次試験対策Web   Web 90,000 70,000 前年9月 

朝霞台校 〒 351-0033 

埼玉県 朝霞市 浜崎1-2-8 
アゴラ20ビル5F 

TEL：048-470-5501  
FAX：048-470-5502 

所沢校 〒 359-0037 

埼玉県 所沢市 くすのき台3-1-1  
角三上ビル3階 

TEL：04-2991-3759  
FAX：04-2991-3760 

http://www.ksknet.co.jp/nikken/place/br/map.aspx?ID=42
http://www.ksknet.co.jp/nikken/place/br/map.aspx?ID=47
http://www.ksknet.co.jp/nikken/place/br/map.aspx?ID=44
http://www.ksknet.co.jp/nikken/place/br/map.aspx?ID=40

