
わかる！

合格の
コツ会場3日間コース

or

Web（3日間相当）

会場2日間コース
or

Web（2日間相当）

会場1日間コース
or

Web（1日間相当）

選べる受講スタイル！ ダブル受講も可能！

実績No.1!　受講者累計96万人※

※1977～2022年までの土木・建築・管工事・電気工事・電気通信工事の受講者の累計人数

一般財団法人地域開発研究所

生講義をそのまま受講！

施工管理技士
受験講習会 2023

03-3235-3601TEL

03-3235-3612FAX

会場コース
いつでもどこでも何度でも受講！

Webコース

電気工事
特徴 一次＋二次の集中講義！

＆書き方動画 一次のみ対応 二次のみ対応
＆書き方動画

内容

3日間＋e-ラーニング
＋ 施工経験記述の添削
※添削付は申込締切：8/22

2日間＋e-ラーニング
1日

＋ 施工経験記述の添削
※添削付は申込締切：8/22

各Webコースは“配信開始～試験当日”まで何度でも視聴可能です。

受講料
（税込）

一般 41,800円
再受講  37,400円
一括割  39,600円

一般 26,400円
再受講 一括割  26,400円

一般 20,900円
再受講  18,700円
一次割  15,400円

オプション ダブル受講「Webオプション」…

教材
（税込）

① ＋ ②が必要 ① ＋ ②が必要 ③のみ必要

①電気工事施工管理技術テキスト（改訂第4版）　5,060円
②2級電気施工管理 第一次・第二次検定 問題解説集 2023年版　4,070円
③2級電気工事施工管理 第二次検定過去問題と解説 2023年版　2,090円

日程

東京 10/4（水）～10/6（金） 東京 10/4（水）・5（木） 東京 10/6（金）

横浜 9/27（水）～9/29（金） 横浜 9/27（水）・28（木） 横浜 9/29（金）

名古屋 9/20（水）～9/22（金） 名古屋 9/20（水）・21（木） 名古屋 9/22（金）

大阪 9/27（水）～9/29（金） 大阪 9/27（水）・28（木） 大阪 9/29（金）

福岡 10/4（水）～10/6（金） 福岡 10/4（水）・5（木） 福岡 10/6（金）

2級  一次・二次

会場3日間コースはプラス11,000円、1日・2日間コースはプラス5,500円
にて「会場コース＆Webコース」のダブル受講が可能となります。

Web 4月下旬～試験当日

以下は一次前期対応

視聴期間 Web 9月下旬～試験当日 Web 9月下旬～試験当日 Web 9月下旬～試験当日

（注）受講料には含まれていません。

２つの新サービスで
合格へ全力サポート！

&

会場コース、Webコース全ての方が
受講者マイページから利用可能!!

施工経験記述

書き方動画

e-ラーニング

「e-ラーニング」＆「添削指導」で合格へ！
一次対策は「e-ラーニング」で弱点克服！
二次対策は「添削指導」で徹底強化！
講習会とあわせて最短距離で一発合格へ！

合格



会場コース 会場コース
（添削あり）

会場コース
（添削なし）Webコース Webコース

（添削あり）
Webコース
（添削なし）

特徴 会場参加での
2日間の集中講義！

試験当日まで
何度でも視聴可能！

内容 2日間 ＋ e-ラーニング 2日間相当分 ＋ e-ラーニング

受講料
（税込） 31,900円 27,500円

29,700円

再受講
一般

一括割

オプション ダブル受講「Webオプション」 … 

教材
（税込）

①電気工事施工管理技術テキスト（改訂第4版） 5,060円
②1級電気工事施工管理 第一次検定問題解説集 2023年版 4,290円

特徴 会場参加型での2日間の集中講義！
＆書き方動画

試験当日まで何度でも視聴可能！
＆書き方動画

内容

1日
＋ 施工経験記述
添削指導

※申込締切：7/27

1日

1日相当分 

＋ 施工経験記述
添削指導

※申込締切：7/27

1日相当分のみ

受講料
（税込）

22,000円
23,100円

再受講

一般

22,000円一次割
16,500円
18,700円

再受講

一般

16,500円一次割
22,000円
23,100円

再受講

一般

22,000円一次割
16,500円
18,700円

再受講

一般

16,500円一次割

オプション ダブル受講「Webオプション」 … 

教材
（税込） 1級電気工事施工管理 第二次検定問題解説集 2023年版　3,850円

1級  一次 1級  二次

会場コースにプラス11,000円で、
Webコースの動画が視聴可能です。

会場コースにプラス5,500円で、「会場コース＆
Webコース」のダブル受講が可能となります。

日程

仙台 8/30（水）

千葉 8/23（水）

東京① 9/4（月）

東京② 9/15（金）

横浜 8/25（金）

松本 9/1（金）

名古屋 9/8（金）

大阪 9/6（水）

高松 8/30（水）

福岡 9/4（月）

視聴期間

4月下旬～試験当日
視聴期間

9月上旬～試験当日

日程

仙台 5/11（木）・12（金）

千葉 4/18（火）・19（水）

東京① 4/25（火）・26（水）

東京②  5/9（火）・10（水）

横浜 5/10（水）・11（木）

松本 4/13（木）・14（金）

名古屋 4/25（火）・26（水）

大阪 5/11（木）・12（金）

高松 4/25（火）・26（水）

福岡 5/11（木）・12（金）

（注）受講料には含まれていません。

※受講料には含まれていません。

合格へのキーポイント！
「施工経験記述」
の添削指導！

～7/27までにお申込の方が対象～

選りすぐりの専門家による添削

良い評価につながる記述への指導

改善すべき点をコメントや
修正例でわかりやすく指導！

一次試験後に自己採点をして早目の二次対策をスタート
させましょう！

添削指導の３つのおススメポイントです

Point
1

Point
2

Point
3

合格へのキーポイント施工経験記述を
「どう書き始めればいいかわからない」
そんな方々必見! 

会場コース、Webコースの皆様が
受講者マイページから視聴可能！

新サービス“書き方動画”！

新サービス“e-ラーニング”！

トレーニングコース

ちいき倶楽部会員の皆様へ

・過去10回分の試験問題に挑戦可能
・分野やキーワードでの絞り込み機能付き
・学習履歴から苦手分野の克服に効果抜群

社員さん一人一人の学習履歴がチェックできます！
進捗管理やリマインド連絡にとても便利です。

Webテストコース
・実力判定や総復習に最適
・中断しても、途中から再開可能
・テスト問題や結果表は印刷にも対応

2つの新機能
トレーニングコース ＆ Webテストコース
“スキマ時間”で一次検定を効率よく合格へ！

会場＆Webのお得な
ダブル受講！
特に苦手な科目の
克服最適です！
試験当日まで総復習を
効果的に！

「ダブル受講」で効果倍増！


