
★上記の他、舗装施工・管工事施工・造園施工・給水装置工事などについても割引対象となるコースがございます。★ 
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■1級建築士学科 スーパー本科コース 一部学費 Web＋通学 740,000 30,000 710,000円 前年2月 

【内容】ノウハウを全て注ぎこんだプレミアムコース 

■1級建築士学科 本科コース ○ 通学 650,000 30,000 620,000円 前年11月 

【内容】基本からしっかり学ぶスタンダードコース  

■1級建築士学科 Webコース  Web 300,000 30,000 270,000円 1月 

【内容】基本からしっかりとWeb環境で学ぶ講座 ＜インプット型＞  

■1級建築士設計製図 パーフェクト本科 ○ 通学 600,000 30,000 570,000円 2月 

【内容】前回、設計製図試験不合格で学科試験免除期間の方が対象のコース  

■1級建築士設計製図 本科コース ○ 通学 450,000 30,000 420,000円 8月 

【内容】当年度の設計課題の条件に即した課題の読み取り・エスキス・作図法などを学ぶコース  

■1級建築士設計製図 短期コース  通学 220,000 30,000 190,000円 9月 

【内容】短期集中で製図試験に臨む方のベストコース  

■1級建築士設計製図 Webコース  Web 130,000 20,000 110,000円 4月 

【内容】短期集中で製図試験に臨む方のベストコース  

■2級建築士学科 スーパー本科コース 一部学費 Web＋通学 590,000 30,000 560,000円 前年2月 

【内容】ノウハウを全て注ぎこんだプレミアムコース  

■2級建築士学科 本科コース ○ 通学 400,000 30,000 370,000円 前年12月 

【内容】基本からしっかり学ぶスタンダード講座  

■2級建築士学科 問題解説コース  通学 180,000 30,000 150,000円 4月 

【内容】「問題解説」を中心としたアウトプット型コース  

■2級建築士学科 Webコース  Web 300,000 30,000 270,000円 2月 

【内容】基本からしっかりとWeb環境で学ぶ講座  

■2級建築士設計製図 パーフェクト本科 ○ 通学 520,000 30,000 490,000円 2月 

【内容】前回、設計製図試験不合格で学科試験免除期間の方が対象のコース  

■2級建築士設計製図 本科コース ○ 通学 420,000 30,000 390,000円 7月 

【内容】当年度の設計課題の条件に即した課題に読み取り・エスキス・作図法などを学ぶコース  

■2級建築士設計製図 短期コース  通学 220,000 30,000 190,000円 8月 

【内容】短期集中で製図試験に臨む方のベストコース  

■2級建築士設計製図 Webコース  Web 130,000 20,000 110,000円 ７月 

【内容】Webによる学習と講師による添削指導により合格を目指すコース  

■構造設計1級建築士 本科Webコース  Web 350,000 30,000 320,000円 1月 

【内容】「構造設計1級建築士」資格付与講習の修了考査に必要となる知識を身につけるコース 

■構造設計1級建築士 問題解説Webコース  Web 180,000 30,000 150,000円 1月 

【内容】「構造設計1級建築士」資格付与講習の修了考査に必要となる知識を身につけるコース 

■建築構造計算 初級Webコース  Web 350,000 30,000 320,000円 随時 

【内容】構造計算の基本知識や基礎的な能力を身につけたい方へ 

■建築構造計算 中級Webコース  Web 400,000 30,000 370,000円 随時 

【内容】実例を通し、高いレベルの構造計算の知識を身につけたい方へ 

■建築設備士 学科Webコース  Web 120,000 20,000 100,000円 前年8月 

【内容】本試験の解説講義で応用力をアップ  

■建築設備士 二次試験対策Webコース  Web 90,000 20,000 70,000円 前年11月 

【内容】当年度課題に対応した講義で、課題への対応力を身につけるコース  

■建築設備士 ストレート合格Ｗｅｂコース  Web 190,000 30,000 160,000円 前年8月 

【内容】学科試験対策と二次試験対策を同時に学習する事で１次・２次ストレート合格を目指すコース 

■ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ1次本科Webコース  通学 or Web 250,000 30,000 220,000円 3月 

【内容】分野ごとにHIPSの専門講師が合格対策テキスト、過去問題を中心に重要ポイントを解説します。 

■ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ2次試験対策Webコース  通学 or Web 80,000 20,000 60,000円 前年10月 

【内容】HIPSの専門講師が最新情報を盛り込んだ合格対策テキストを使用しポイント解説を行います。 

■２級ＦＰ/ＡＦＰフルパック ○(通学のみ) 通学 or Web 150,000 30,000 120,000円 7月・11月 

【内容】基礎から学びたい初学者の方へ  

■２級ＦＰ/ＡＦＰ重点  通学 or Web 100,000 20,000 80,000円 7月・11月 

【内容】重要項目を身につけたい方へ  

■宅地建物取引士 スーパー本科コース 一部学費 通学 250,000 30,000 220,000円 前年11月 

【内容】早期スタートで万全の準備で試験に臨む、プレミアムコース   ※2020年3月19日以降、学費改定されます。【通常：280,000円（税別）】 

■宅地建物取引士 本科コース ○ 通学 200,000 30,000 170,000円 4月 

【内容】基礎から応用までを段階的に学ぶ、スタンダードコース     ※2020年3月19日以降、学費改定されます。【通常：230,000円（税別）】 

■宅地建物取引士 短期集中コース ○ 通学 150,000 30,000 120,000円 6月 

【内容】要点解説から総仕上げを短期集中学習               ※2020年3月19日以降、学費改定されます。【通常：180,000円（税別）】 

■宅地建物取引士 直前対策コース  通学 100,000 20,000 80,000円 8月 

【内容】実践力養成の答練学習                         ※2020年3月19日以降、学費改定されます。【通常：120,000円（税別）】 

■宅地建物取引士 Webコース ○ Web 100,000 20,000 80,000円 1月 

【内容】いつでも何度でも反復可能なWeb動画講義で、個々のペースに合わせた学習  

■土地家屋調査士 本科コース ○ 通学 380,000 30,000 350,000円 前年11月 

【内容】調査士試験におけるすべての基礎から学べる安心・充実のプレミアムコース  

■土地家屋調査士 本科Webコース  Web 380,000 30,000 350,000円 前年11月 

【内容】調査士試験におけるすべての基礎から学べる安心・充実のプレミアムコース  

■土地家屋調査士 答練コース  通学 180,000 30,000 150,000円 5月 

【内容】直近に迫る試験に向けて、知識・解答スキルの総仕上げを行いたい経験者向けマストバイコース 

■1級建築施工管理技士 学科コース ○ 通学 250,000 30,000 220,000円 2月 

【内容】基礎から学ぶ総合講座  

■1級建築施工管理技士 学科短期コース  通学 130,000 20,000 110,000円 5月 

【内容】特化項目を短期間で学ぶ講座  

■1級建築施工管理技士 実地本科速修 ○ 通学 200,000 30,000 170,000円 6月 

【内容】わかりやすい映像講義と添削指導で学んだ後、講師による直接指導で合格記述の答案作成を徹底的に身に付けます。 

■1級建築施工管理技士 実地コース  通学 130,000 20,000 110,000円 8月 

【内容】試験範囲を網羅した実地試験対策通講座  

■1級建築施工管理技士 実地Webコース  Web 130,000 20,000 110,000円 8月 

【内容】試験範囲を網羅した実地試験対策Web講座 （経験記述添削付き） 

■2級建築施工管理技士 短期集中コース ○ 通学 170,000 30,000 140,000円 9月 

【内容】11月学科・11月実地のストレート合格を目指す、学科・実地が学べる通学講座  

■2級建築施工管理技士 短期集中Web  Web 170,000 30,000 140,000円 9月 

【内容】11月学科・11月実地のストレート合格を目指す、学科・実地が学べるWeb講座  

■2級建築施工管理技士 学科(6月試験向け・11月試験向け)  通学 or Web 120,000 20,000 100,000円 3月ｏｒ8月 

【内容】6月試験または11月試験のどちらかを受験される方向けの、学科試験を確実に突破するための重要ポイント攻略講義 

■2級建築施工管理技士 実地コース  通学 or Web 80,000 20,000 60,000円 10月 

【内容】試験範囲を網羅した実地試験対策通講座  

■1級土木施工管理技士 学科短期集中コース ○ 通学 250,000 30,000 220,000円 3月 

【内容】学科試験の出題傾向・重要ポイントを学習し、短期間で合格力を養成します。 

■1級土木施工管理技士 学科短期集中Web  Web 250,000 30,000 220,000円 3月 

【内容】通学が困難な方向け。基礎から徹底マスター フルスペックで揃った濃密なカリキュラム 

■1級土木施工管理技士 実地本科コース  通学 90,000 20,000 70,000円 7月 

【内容】スキルアップ講義と実地試験対策講座の「２段階学習」で難関試験突破を目指します。 

■1級土木施工管理技士 実地本科Web ○ Web 90,000 20,000 70,000円 7月 

【内容】スキルアップ講義と実地試験対策講座の「２段階自宅Web学習」で難関試験突破を目指します。 

■2級土木施工管理技士 短期集中コース ○ 通学 220,000 30,000 190,000円 6月 

【内容】わかりやすい講義内容と充実したオリジナル教材で万全の受験体制を整えます。 

■2級土木施工管理技士 短期集中Web  Web 220,000 30,000 190,000円 6月 

【内容】わかりやすい講義内容と充実したオリジナル教材で万全の受験体制を整えます。 

■2級土木施工管理技士 学科（6月試験向け・11月試験向け）  通学 or Web 160,000 30,000 130,000円 3月ｏｒ6月 

【内容】理解度を高める「オリジナル教材」と、理解しやすい「映像講義」 

【注意事項］ 

※ 教育訓練給付金については、通学校により対象とならない場合がありますので、事前に通学校へお問い合わせください。  

  「一部学費」と表記している講座は、講座に含まれているカリキュラムの一部が対象となります。 

※ 講座名・内容・学費等については、法改正、試験制度・出題傾向の変更などにより見直しを行う場合がございますので予め御了承願います。 

※ お申し込みについては、必ず日建学院各校にてお願いいたします。ホームページなどからのWeb申込の場合、割引が適用されません。 
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最寄りの学校検

索および資料請

求は日建学院ﾎｰ

ﾑﾍﾟｰｼﾞまで。 

【特別学費で講座をお申込みされる場合、下記が必要となりますので予めご了承願います。】 

 ① 社員様である証明（社員証又は名刺等）の呈示    ② 講座受講に伴う成績管理試験結果に関する同意書への記名・捺印 

■作成日：2019年10月29日現在■ 
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