
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

講習会申込方法 
【協賛・受付事務局・受講申込書送付先】 

一般社団法人 九州地域づくり協会 FAX 092-481-3785 
〒812-0013福岡市博多区博多駅東 2-5-19 サンライフ第 3ビル 4階  

お問合せ TEL 092-481-3784 http://www. qscpua.or.jp 
 

STEP 1 ■ 同封の地域開発研究所作成案内書をご参照の上，受講申込書をご記入ください。 

▼

STEP 2 ■ 記入内容（金額・記入漏れ）のご確認。 

▼

STEP 3 ■（一社）九州地域づくり協会銀行口座へ受講申込書の受講料・図書代（送料含む）の合計金額を，お振込み願います。 

▼

STEP 4 ■ 本紙に 「振込金受取書」 コピーを貼付してください。 

▼

STEP 5 ■ 本紙と受講申込書を（一社）九州地域づくり協会宛 FAX、又は郵送でお送りください。 
 

（注） 
原則としてお申込み後の受講料・図書代金の返金は致しませんので，あらかじめご了承ください。 
試験の受検手続は別途ご本人が必ず行ってください。 

 

【 「受取書」コピー貼付台紙 】 

お振込人（                   ） 

※ この部分に 

銀行振込の控「振込金受取書」のコピーを 

貼付いただき，「受講申込書」とあわせて 

ＦＡＸもしくは郵送にてご送付ください。 

 

注）ゆうちょ銀行については，銀行振込で 

お願いします。 

 

振込先 西日本シティ銀行 博多駅東支店 

普通預金口座 №3000569 

ｼｬ）ｷｭｳｼｭｳﾁｲｷﾂﾞｸﾘｷｮｳｶｲ 

 

施工管理技士 

受験講習会 
 

1 級＆ 2 級 

2023

目指せ一発合格! 

信 主催：（一財）地域開発研究所 

電気
通信 
工 事

 



〒

Web／会場コース  1日間 23,100 円 × 名 ＝ 円

Web／会場コース  1日間 22,000 円 × 名 ＝ 円 受講料

Web／会場コース  1日間 22,000 円 × 名 ＝ 円
計　　　　　　　　　　　円

Webオプション ※会場コースの方のみ  5,500 円 × 名 ＝ 円

3,630 円 × 冊 ＝ 円

計　　　　　　　　　　　円

図書代 + 送料

円　

　1級・2級電気通信工事
　　　　　　 第二次検定 解説集

○ ○

送料
※1冊購入の送料：550円
2冊以上の送料：1冊増毎に110円加算

金額合計　

円

○

  ﾌﾘｶﾞﾅ

Web   ・   会場

再
受
講

図書代
（税込）

一次
割引

受
講
料

（
税
込

）

一
般

 記入例B　　　　  ケンセツ　ジロウ
　（41才）　　　　　  建設　    二郎

Web   ・   会場
　 ・ 一　 般
　 ・ 再受講
　 ・一次割引

東京

  ﾌﾘｶﾞﾅ

Web   ・   会場

②

　 ・ 一　 般

  ﾌﾘｶﾞﾅ

Web   ・   会場

　 ・ 一　 般

(        才)
　 ・ 再受講

　 ・一次割引

③

④

  ﾌﾘｶﾞﾅ

  ﾌﾘｶﾞﾅ

受付№

 会社 　・ 　自宅 

                                                   同封の地域開発研究所作成案内書をご参照の上，本紙をご記入ください。
                                                別紙【「受取書」コピー貼付台紙】に 「振込金受取書（コピー）」 を貼付の上，
                                                  「受取書」コピー貼付台紙と本紙をＦＡＸもしくは郵送にて下記へご送付ください。

                                       【受付事務局・受講申込書送付先】

                一般社団法人 九州地域づくり協会　　FAX：092-481-3785
 　　　　       〒812-0013　福岡市博多区博多駅東2-5-19　サンライフ第3ビル4階　TEL：092-481-3784

　　　　       振込先　西日本シティ銀行　博多駅東支店　普通預金口座　№3000569
　　　                     ｼｬ）ｷｭｳｼｭｳﾁｲｷﾂﾞｸﾘｷｮｳｶｲ

                    手数料は振込人負担でお願い致します。※ゆうちょ銀行払込取扱票は使用できません｡

［ 送 金 明 細 ］

⑤

①

Web   ・   会場

　 ・ 一　 般

講習会指定図書

テキスト 解説集

送付先：　勤務先名： 担当者：

注意点 ： 「Webオプション」 は有料です。実施日程等の詳細はHPでご確認の上お申込みください。

教材等
送付先：
部署名含む

有　・　無し

TEL：

都道
FAX：

府県

年齢 と 氏名
コース

該当を〇で囲む
区分

該当を〇で囲む
開催地

会場のみ記入

Web
オプション

添削指導

 記入例A　　　 　　チイキ　タロウ
　（38才）　　　　    地域　  太郎

Web   ・   会場
　 ・ 一　 般
　 ・ 再受講
　 ・一次割引

- - ○ ○

(        才) 　 ・ 再受講

　 ・一次割引

有　・　無し

有　・　無し

有　・　無し

　　　　2023年  電気通信工事 施工管理技術検定試験
　　　　　　　　【主催】一般財団法人 地域開発研究所

　　　　　受験講習会申込書   「1級(第二次)用 」

Web   ・   会場

　 ・ 一　 般

(        才) 　 ・ 再受講

　 ・一次割引

　 ・ 一　 般

(        才) 　 ・ 再受講

　 ・一次割引

(        才) 　 ・ 再受講

　 ・一次割引

有　・　無し

有　・　無し

有　・　無し



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！

電気通信工事
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

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
※添削付の申込締切9/5

2日間
＋ e-ラーニング

1日
＋ 施工経験記述の添削

※添削付の申込締切9/5

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+③が必要 ①+②が必要 ③のみ必要

①1級・2級電気通信工事施工管理技士受験テキスト （改訂第4版）　7,920円
②1級・2級電気通信工事施工管理技術検定 第一次検定問題解説集 2023年版　3,630円
③1級・2級電気通信工事施工管理技術検定 第二次検定問題解説集 2023年版　3,630円

日程

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

大阪 10/11（水）～10/13（金） 大阪 10/11（水）・12（木） 大阪 10/13（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 10月上旬～試験当日 Web 10月上旬～試験当日 Web 10月上旬～試験当日

わかる！

合格の
コツ

（注）受講料には含まれていません。

「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

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



会場コース 会場コースWebコース Webコース

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！
2日間相当分

内容 2日間 ＋ e-ラーニング 2日間相当 ＋ 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）

①1級・2級電気通信工事施工管理技士受験テキスト （改訂第4版） 7,920円
② 1級・2級電気通信工事施工管理技術検定 第一次検定問題解説集

 2023年版 3,630円

特徴 会場参加型での1日集中講義！
&書き方動画

試験当日まで何度でも視聴可能！
（1日相当分）
&書き方動画

内容 1日間
10/17までの申込特典：施工経験記述の添削指導付

1日相当分
10/17までの申込特典：施工経験記述の添削指導付

受講料
（税込） 23,100円 22,000円

22,000円

再受講
一般

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・2級電気通信工事施工管理技術検定第二次検定問題解説集
 2023年版 3,630円

1級  一次 1級  二次

会場コースにプラス11,000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。 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 10/27（金）

東京① 10/31（火）

東京② 11/1（水）

名古屋 10/26（木）

大阪 10/31（火）

福岡 11/2（木）

視聴期間

7月上旬～試験当日

視聴期間

10月下旬～試験当日

日程

仙台 7/3（月）～4（火）

東京① 7/6（木）～7（金）

東京② 7/20（木）～21（金）

名古屋 7/13（木）～14（金）

大阪 7/13（木）～14（金）

福岡 7/27（木）～28（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！

～10/17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

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！



会場コース 会場コースWebコース Webコース

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！
2日間相当分

内容 2日間 ＋ e-ラーニング 2日間相当 ＋ 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）

①1級・2級電気通信工事施工管理技士受験テキスト （改訂第4版） 7,920円
② 1級・2級電気通信工事施工管理技術検定 第一次検定問題解説集

 2023年版 3,630円

特徴 会場参加型での1日集中講義！
&書き方動画

試験当日まで何度でも視聴可能！
（1日相当分）
&書き方動画

内容 1日間
10/17までの申込特典：施工経験記述の添削指導付

1日相当分
10/17までの申込特典：施工経験記述の添削指導付

受講料
（税込） 23,100円 22,000円

22,000円

再受講
一般

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・2級電気通信工事施工管理技術検定第二次検定問題解説集
 2023年版 3,630円

1級  一次 1級  二次

会場コースにプラス11,000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。 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 10/27（金）

東京① 10/31（火）

東京② 11/1（水）

名古屋 10/26（木）

大阪 10/31（火）

福岡 11/2（木）

視聴期間

7月上旬～試験当日

視聴期間

10月下旬～試験当日

日程

仙台 7/3（月）～4（火）

東京① 7/6（木）～7（金）

東京② 7/20（木）～21（金）

名古屋 7/13（木）～14（金）

大阪 7/13（木）～14（金）

福岡 7/27（木）～28（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！

～10/17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

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！

電気通信工事
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

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
※添削付の申込締切9/5

2日間
＋ e-ラーニング

1日
＋ 施工経験記述の添削

※添削付の申込締切9/5

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+③が必要 ①+②が必要 ③のみ必要

①1級・2級電気通信工事施工管理技士受験テキスト （改訂第4版）　7,920円
②1級・2級電気通信工事施工管理技術検定 第一次検定問題解説集 2023年版　3,630円
③1級・2級電気通信工事施工管理技術検定 第二次検定問題解説集 2023年版　3,630円

日程

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

大阪 10/11（水）～10/13（金） 大阪 10/11（水）・12（木） 大阪 10/13（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 10月上旬～試験当日 Web 10月上旬～試験当日 Web 10月上旬～試験当日

わかる！

合格の
コツ

（注）受講料には含まれていません。

「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

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


