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一級建築士／二級建築士／木造建築士

定 期 講 習
受講申込案内書（ＷＥＢ申込用）

一級建築士定期講習 第 9号 登録年月日 平成 27 年 9月 28日
【主催】登録講習機関 株式会社 ERIアカデミー 二級建築士定期講習 第 8号 登録年月日 平成 27 年 9月 28日

木造建築士定期講習 第 6号 登録年月日 平成 28 年 8月 3 日

■定期講習の概要

◇定期講習とは
建築士法に基づき、建築士事務所に所属するすべての建築士は、登録講習機関が行う建築士定期講習を

受講しなければなりません。この定期講習の受講期限は、直近の受講日の翌年度の 4 月 1 日から 3 年以内と
なります。
また、講習内容・講習時間は、下記のように定められています。

（建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第39条第2号・平成20年国土交通省告示第882号）

講習種別 講習内容（科目・考査） 講習時間

一級建築士
定期講習

建築物の建築に関する法令に関する科目

6時間以上設計および工事監理に関する科目

修了考査

二級建築士
定期講習

建築物の建築に関する法令に関する科目

5時間以上建築物※1の設計および工事監理に関する科目

修了考査

木造建築士
定期講習

木造の建築物の建築に関する法令に関する科目

5時間以上木造の建築物※2の設計および工事監理に関する科目

修了考査
※1 建築士法第 3条に規定する建築物を除く。

※2 建築士法第 3条及び第 3条の 2に規定する建築物を除く。

◇開催講習
弊社では、一級建築士・二級建築士・木造建築士の定期講習を開催しています。

◇講義形式
DVD映像、または、実際の講師による講義です。

◇受講手数料
12,000 円 *消費税、テキスト代、修了証交付手数料を含みます。

◇講習時間
一級建築士・二級建築士・木造建築士の定期講習ともに共通の所要時間になります。

開場・入室時刻／講習終了時刻は各会場により異なります。開催スケジュールにて別途ご確認ください。

内容 所要時間（※）

開場・入室 受講説明開始時刻の 15分前より入室可能

受講説明 10分

講義 建築に関する法令に関する科目 3時間 25分

講義 設計および工事監理に関する科目 1時間 35分

修了考査説明 5分

修了考査 1時間

※ 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第 39 条第 2 号により、講義と修了考査を合わせた所定の講習

時間が決められています。講義の終了後に修了考査を行います。

※ 上記のほか、昼食休憩および適宜休憩をはさみます。

CPD認定講座
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■申込みから修了までの流れ（インターネットからお申込みの場合）

初めて WEB 申込をされる方は、

ログイン認証に使用する

「メールアドレス」 と

「パスワード」 を

登録してください。

開催スケジュールから、受講希望

会場のお席を確保してください。

（席確保は 7 日間・講習日の

弊社 3 営業日前まで有効です。）

弊社指定の口座に受講手数料を

お支払いください。

払い込みを証する書面（インターネ

ットバンキングからお払込の場合

は、お払込状況がわかる画面のキ

ャプチャ画像等）を画像データとし

てお手元にご用意ください。

「席確保」のあと、7日以内・講習日

の弊社3営業日前までに本申込の

お手続きをお済ませください。

（期日を過ぎると「席確保」が無効

となりますのでご注意ください。）

マイページにログインのうえ、「本

申込」から必要情報の入力、必要

書類のアップロード、お支払いに

関する情報の入力などを行ってく

ださい。

弊社にて申し込み内容を確認後、

弊社から受講申込受付（受講票発

行）のメールが配信されるまでお

待ちください。

（お申込後、弊社 1～3営業日内の

配信になります。）

「受講申込受付（受講票発行）メー

ル」を受信されましたら、メール本

文の案内に従い受講票をダウンロ

ードのうえ、印刷してください。

（受講希望日の弊社 1 営業日前

までにメールが届かない場合は

弊社窓口までお電話ください。）

受講票は事前にプリントアウトして、

講習当日に必ずお持ちください。

（スマートフォン、タブレット等の

表示画面では受付できません。）

講習の修了者に対して、受講日の

約 1 ヶ月後に修了証を交付いたし

ます。

お申込み時に連絡先に指定された

住所宛に簡易書留郵便にてお送り

します。

■受講申込方法 （インターネットからお申込みの場合）

◇ユーザー登録

初めて WEB 申し込みをされる方は、ログイン認証に使用する「メールアドレス」と「パスワード」を登録し
てください。

ご登録メールアドレス宛に「ユーザー登録のお知らせ（自動送信メール）」を発信します。当該メールが
届きましたら、メール本文の案内に従って 24時間以内にユーザー登録を完了させてください。
 メール送信後 24 時間を超過しますと、セキュリティ保持のため有効期限切れとなります。その場合は再度、最初

からお手続きをお願いいたします。

◇お席の確保

ユーザー登録の完了後、マイページにログインのうえ開催スケジュールよりご希望の日程・会場をお選
びください。
 「開催スケジュール」より、ご希望の日程・会場を選び、「WEB申込」をクリックしてください。

 「席確保」のあと、所定の期限内に本申込のお手続きをお済ませください。（席確保は 7 日間・講習日の弊社 3 営

業日前まで有効です。）

お早めにお申込みください！
申込状況の最新情報はホームページでご確認ください。

http://www.a-eri.co.jp/

ＷＥＢ申込では、インターネット上でお席の確保ができます。

* ユーザー登録のうえ、開催スケジュールよりご希望の日程・会場をお選びください。
* お席の確保は 7 日間・講習日の弊社 3 営業日前まで有効です。

* お席を確保したあと、7日以内・講習日の弊社 3 営業日前までに本申込の手続きをお済ませください。

② お席の確保

（期限:７日間）

③ 受講手数料の

お支払い

① ユーザー登録

④ 本申込手続き

⑤ 本申込の受付

⑥ 受講票の受取

⑦ 講習当日

⑧ 修了証の交付



3/4

◇受講手数料のお支払い

弊社指定の下記口座までお振込みください。（振込手数料は受講者負担とさせていただきます。）
払込みを証する書面は本申込の際に画像データをアップロードしていただきますので、紛失しないよう

ご注意ください。
払込を証する書面の原本をもって領収書に代えさせていただきます。（別途領収書が必要な場合は、

本申込「お支払の確認」画面の備考欄にその旨をご記入ください。後日郵送いたします。）

ゆ
う
ち
ょ
銀

行

ゆうちょ銀行の窓口、または、

ATM からのお振込みの場合

ゆうちょ銀行 店番：019 店名：ゼロイチキュウ

口座記号番号：00140-6-639203 加入者名：株式会社ＥＲＩアカデミー

ゆうちょ銀行以外の金融機関

の窓口、または、ATM からの

お振込みの場合

ゆうちょ銀行 ［金融機関コード：9900］

〇一九（ゼロイチキュウ）支店 ［支店コード：019］

口座記号番号：（当）0639203 加入者名：株式会社ＥＲＩ
ｲｰｱｰﾙｱｲ

アカデミー

三菱UFJ 銀行

三菱UFJ銀行 ［金融機関コード：0005］

青山通支店 ［支店コード：084］

口座番号：（普）0075730 名義人：株式会社ＥＲＩ
ｲｰｱｰﾙｱｲ

アカデミー

◇本申込に必要な添付書類の準備

本申込に必要な写真および書類の画像データをお手元にご用意ください。

１ 顔写真の画像データ
サイズ：縦 4.5cm×横 3.5cm 程度 無帽、正面、無背景、6 ヶ
月以内に撮影したもの。（本人確認ができない写真は不可）

２ 保有する全ての建築士資格

の免許証の画像データ

保有するすべての建築士資格（一級、二級、木造）の免許証
または免許証明書の画像データをご用意ください。

※ 婚姻等の理由で建築士免許証等の氏名が変わっている場合、
氏名の変更が確認できる書類の提出をお願いする場合があり
ます。（戸籍謄(抄)本の写しや、運転免許証の写しなど）

３
払込を証する書面（ＡＴＭ等

から印刷されるご利用控え等）

の画像データ

弊社指定の口座へ受講手数料をお振込み後、「払込受領証」
など、受講手数料の払込を証する書面の画像データをご用意
ください。

※ 払込を証する書面の原本をもって領収書に代えさせていただきま

すので、紛失しないようお手元で保管ください。

※ インターネットバンキングからお払込の場合は、受講手数料の

払込状況がわかる画面のキャプチャ画像等

※ 弊社窓口等での現金によるお支払いは受付けておりません。

各画像データのファイル形式 ： JPG／PNG／GIF 形式でご用意ください。（PDFは登録できません。）

◇本申込手続き

お席を確保されたら、7日以内・講習日の弊社 3営業日前までに本申込のお手続きをお済ませください。
（期日を過ぎると「席確保」が無効となりますのでご注意ください。）

 マイページにログインのうえ、「本申込」から必要情報の入力、必要書類のアップロード、お支払いに関する情報

の入力などを行ってください。

 「建築士免許証」の記載内容等とご入力内容に相違（誤字、脱字、記入漏れ等）がないか、いまいちどご確認のう

え、お申し込みください。

■本申込の受付／受講票の受取 （インターネットからお申込みの場合）

弊社にて申し込み内容を確認後、弊社から受講申込受付（受講票発行）のメールが配信されるまでお
待ちください。（申込後、弊社 1～3営業日内の配信になります。）
受講申込受付（受講票発行）のメールを受信されましたら、メール本文の案内に従い、受講票をダウン

ロードのうえ、印刷してください。

 受講希望日の弊社 1営業日前までにメールが届かない場合には弊社窓口までお電話ください。

 受講票は事前にプリントアウトして講習当日に必ずお持ちください。（スマートフォン、タブレット等の表示画面では

受付できません。）
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■受講希望日または会場の変更・キャンセル等について

申込完了後に、やむを得ない事情により受講希望日または会場の変更を希望する場合は、以下の
変更手続きを行ってください。

1. インターネットから変更手続きをする場合
WEB申込で受講手続がお済みの場合は、インターネットから変更手続きが可能です。
マイページにログインのうえ、開催日程より変更後に希望する日程・会場をお選びください。
・変更後に希望する日程・会場の「変更」をクリックしてください。
・変更希望の受講日・会場をご確認のうえ「変更申請」をクリックしてください。
・弊社にて変更申し込み内容を確認後、弊社から受講申込受付（受講票発行）のメールが配信され
るまでお待ちください。（お申込後、弊社 1～3営業日内の配信になります。）

・ 「受講申込受付（受講票発行）メール」を受信されましたら、メール本文の案内に従い受講票を印刷
してください。

2. インターネットから変更手続きができない場合
メールまたは郵送によるお申し込みの場合など、インターネットから変更手続きができない場合は、
以下のお手続きをお願いします。
・講習日の弊社 3 営業日前までに、「定期講習変更/キャンセル届」を、メールまたは
FAX(03-5474-1007)にてご提出ください。折返し弊社からお電話でご連絡を差し上げます。

3. 受講のキャンセルについて
申込者の都合によりキャンセルをする場合、受講希望日の弊社3営業日までにご連絡いただければ、
返還事務手数料（2,000 円）を差し引いた金額をご返還いたします。
「定期講習変更/キャンセル届」を、メールまたは FAX(03-5474-1007)にてご提出ください。
折り返し弊社からお電話でご連絡を差し上げます。

4. 受講手数料の返還について
一度納付された受講手数料は原則返還いたしません。ただし次に該当する場合は返還いたします。

返還するケース 返還内容

①
キャンセルの事務手続きをした場合（講習日の弊

社 3営業日前まで）

返還事務手数料（2,000 円）を差し引いた金額を返還

します。

②
地震､台風､洪水､雪､落雷､その他暴動､反乱等弊

社以外の責めにより講習を受講できなかった場合

返還にかかる振込手数料（実費）を差し引いた金額

を返還します。

③
弊社の責に帰すべき事由により、講習を受講でき

なかった場合
全額返還します。

④
受講希望会場が定員に達していて受講申込みを

受け付けられなかった場合

※返還には 1 ヶ月程度かかります。ご了承ください。

5. その他

・受講に際して特別の事情がある方は、あらかじめご連絡ください。

・講師による講習として予定されている場合であっても、やむを得ない事情により、DVD 映像による講習と

させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

【個人情報の取扱いについて】

受講申込者の個人情報は、講習会開催およびこれに付随する業務を行う目的の範囲で利用させていただきます。

株式会社ＥＲＩアカデミー（以下「弊社」といいます。）は、個人情報の保護を重要な責務と考え、次の方針を掲げこれを徹底いたします。

1． 法令遵守

弊社は、法令およびその他の規範を遵守のうえ個人情報を取り扱います。

2． 個人情報の収集・利用・提供について

(1) 個人情報の収集は適法かつ公正な手段によって行います。

(2) 個人情報の利用・提供は収集目的の範囲内で行います。

3． 個人情報の適正な管理

個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏えいを防止するためのシステム、事務における安全対策を実行します。

4． 教育

個人情報の保護に関する教育を全役職員に対して継続的に行います。

5． 個人情報取扱関連規則の改善

弊社は保有する個人情報を保護するための方針、組織、計画、実施、監査および見直しを含む個人情報取扱関連規則を継続的に見直し、改善を図ります。

■お問合せ先 株式会社 ERI アカデミー E-mail：teiki@a-eri.co.jp

〒107-0052 東京都港区赤坂 8-10-24 住友不動産青山ビル南館 1F
TEL:03-5775-7848 FAX：03-5474-1007 URL：http://www.a-eri.co.jp/
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