
47年の信頼と実績・驚異の合格率を達成するベスト講義

2023年度通学コース 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)適用

1級建設機械施工技士
受験対策講座

仙台 郡山 講 義 内 容

1次 2次 1次 2次 10:00～12:00 13:00～17:00

3/15 4/5 3/13 4/4 ●土木工学Ｉ ●土木工学Ｉ
(水) (水) (月) (月) 土工・土質調査 測量・土量計算

4/5 4/13 3/20 4/10 ●土木工学Ⅱ ●土木工学Ⅱ
(水) (木) (月) (月) コンクリート工 基礎工・舗装工

4/13 4/21 4/4 4/17 ●機械工学Ⅰ ●機械工学Ⅰ
(木) (金) (火) (木) 建設機械の特徴・機構 燃料・土工機械

4/28 4/28 4/17 5/8 ●機械工学Ⅱ ●機械工学Ⅱ
(金) (金) (月) (火) 種別機械の施工法･構造(1 種･2 種) 種別機械の施工法･構造(3 種･5 種)

5/16 5/16 5/8 5/22 ●機械工学Ⅱ ●施工管理法
(火) (火) (月) (火) 種別機械の施工法･構造(4 種･6 種) 施工計画･工程･品質･安全管理

5/25 5/25 5/22 5/31 ●関連法規 ●問題演習１

(木) (木) (月) (月) 業法・火薬取締法・廃棄物処理 記述演習(土工･コンクリート工)

6/6 6/6 6/5 6/5 ●問題演習２ ●問題演習３

(火) (火) (金) (金) 記述演習と添削Ⅰ 記述演習と添削Ⅱ(施工経験記述)

■直前講座 試験地：岩手滝沢市 講習会場：盛岡市

1級 模擬試験1 模擬試験2 重要事項まとめ
6/16 記述式Ａ･Ｂ 13:00～14:40 択一式 14:50～16:30 17:00～19:00
(金 )
6/17 土木工学･ 施工法･機械工学 施工管理法･法規

(土 ) 9:00から12:00 13:00～15:20 15:30～17:00
6/18 本試験会場へ 本試験会場 検定実施機関の指定会場
(日) 試験時間 （入室9:15） 9:30～16:05）

受講料（テキスト＋消費税含む）

Ａ 1級通学コース 人材開発支援助成金（建設労働者技能実習コース) ￥１６７，２８０（消費税込）
（直前講座含む） ①（１０万円還付＋1日当たり7,600円×9日） （￥164,000＋消費税）

②（１０万円還付＋1日当たり6,650円×9日） 助成金の利用はこちら 助成金の利用はこちら

※雇用保険料率1000分の12の事業種（建設業）が対象

人材開発支援助成金(特定，一般訓練コース)
Ｂ 通学講座のみ ①特定訓練コース（45％還付＋1時間当たり760円×54時間） ￥１３５，０００（消費税込）

②一般訓練コース（30％還付＋1時間当たり380円×54時間）

Ｃ 直前講座のみ 20 時間に満たない講座は対象になりません ￥３８，５００（消費税込）

振込口座 七十七銀行本店（普通）０２１３６９１ (株)東北技術検定研修協会

■少人数個別対応で懇切丁寧な指導！ ※当社は電話による勧誘は行っておりません

研 修 会 場
仙台会場 宮城県婦人会館 仙台市宮城野区榴ヶ岡5番 ＴＥＬ ０２２－２９９－４５３０

郡山会場 清水台地域公民館 郡山市清水台1－6－1 ＴＥＬ ０２４－９２１－３５５５

直前講座会場 いわて県民情報交流センター（アイーナ） 盛岡市盛岡駅前西通1-7-1 ＴＥＬ ０１９－６０６－１７１７

小人数･個別対応で親切丁寧な指導



47年の信頼と実績・驚異の合格率を達成するベスト講義

2023年度通学コース 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)適用

2級建設機械施工技士
受験対策講座

仙台 郡山 講 義 内 容

1次 2次 1次 2次 10:00～12:00 13:00～17:00

3/15 4/5 3/13 4/4 ●土木工学Ｉ ●土木工学Ｉ
(水) (水) (月) (月) 土工・土質調査 測量・土量計算

4/5 4/13 3/20 4/10 ●土木工学Ⅱ ●土木工学Ⅱ
(水) (木) (月) (月) コンクリート工 基礎工・舗装工

4/13 4/21 4/4 4/17 ●機械工学Ⅰ ●機械工学Ⅰ
(木) (金) (火) (木) 建設機械の特徴・機構 燃料・土工機械

4/28 4/28 4/17 5/8 ●機械工学Ⅱ ●機械工学Ⅱ
(金) (金) (月) (火) 種別機械の施工法･構造(1 種･2 種) 種別機械の施工法･構造(3 種･5 種)

5/16 5/16 5/8 5/22 ●機械工学Ⅱ ●施工管理法
(火) (火) (月) (火) 種別機械の施工法･構造(4 種･6 種) 施工計画･工程･品質･安全管理

5/25 5/25 5/22 5/31 ●関連法規 ●問題演習１

(木) (木) (月) (月) 業法・火薬取締法・廃棄物処理 記述演習(土工･コンクリート工)

6/6 6/6 6/5 6/5 ●問題演習２ ●問題演習３

(火) (火) (金) (金) 記述演習と添削Ⅰ 記述演習と添削Ⅱ(施工経験記述)

■直前講座 試験地：岩手滝沢市 講習会場：盛岡市

2級 模擬試験1 模擬試験2 重要事項まとめ
6/16 記述式Ａ･Ｂ 13:00～14:40 択一式 14:50～16:30 17:00～19:00
(金 )
6/17 土木工学･ 施工法･機械工学 施工管理法･法規

(土 ) 9:00から12:00 13:00～15:20 15:30～17:00
6/18 本試験会場へ 本試験会場 検定実施機関の指定会場
(日) 試験時間 （入室9:15） 9:30～16:05）

受講料（テキスト＋消費税含む）

Ａ 2級通学コース 人材開発支援助成金（建設労働者技能実習コース) ￥１６７，２８０（消費税込）
（直前講座含む） ①（１０万円還付＋1日当たり7,600円×9日） （￥164,000＋消費税）

②（１０万円還付＋1日当たり6,650円×9日） 助成金の利用はこちら 助成金の利用はこちら

※雇用保険料率1000分の12の事業種（建設業）が対象

人材開発支援助成金(特定，一般訓練コース)
Ｂ 通学講座のみ ①特定訓練コース（45％還付＋1時間当たり760円×54時間） ￥１３５，０００（消費税込）

②一般訓練コース（30％還付＋1時間当たり380円×54時間）

Ｃ 直前講座のみ 20 時間に満たない講座は対象になりません ￥３８，５００（消費税込）

振込口座 七十七銀行本店（普通）０２１３６９１ (株)東北技術検定研修協会

■少人数個別対応で懇切丁寧な指導！ ※当社は電話による勧誘は行っておりません

研 修 会 場
仙台会場 宮城県婦人会館 仙台市宮城野区榴ヶ岡5番 ＴＥＬ ０２２－２９９－４５３０

郡山会場 清水台地域公民館 郡山市清水台1－6－1 ＴＥＬ ０２４－９２１－３５５５

直前講座会場 いわて県民情報交流センター（アイーナ） 盛岡市盛岡駅前西通1-7-1 ＴＥＬ ０１９－６０６－１７１７

小人数･個別対応で親切丁寧な指導


