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技術力を高める書籍

※表示価格はすべて税込みです

施工で勝つ方法
〜現場代理⼈養成講座〜

建設業コスト管理の極意
中村 秀樹、志村 満、
降籏 達生 著
日刊建設通信新聞社

降籏 達生 著
日経BP社
300ページ

￥3,520

152ページ

￥1,760

商品コード B-sk-02

商品コード B-sk-01

⼀流の現場代理⼈必携︕原価低減、交渉⼒、技術提案、
顧客満足、⼈材育成、資格取得に必要な知識がビッシ
リとつまっています。業績向上を本気で考える技術者
のための1冊です。

コストをいかに下げるかが企業の命運を握っていま
す。建設業の経営コンサルとして活躍する3⼈の著
者が、コスト削減の極意を87のQ&Aで伝授。

今すぐできる
建設業の原価低減

その一言で現場が目覚める

〜建設工事に学ぶ「リーダー」のコミュニケーション術〜

お得なセット商品
ありますp19

降籏 達生 著
日経BP社

降籏 達生
日経BP社

著

199ページ

272ページ

￥3,080

￥2,420

商品コード B-sk-03

商品コード B-sk-04

「強い現場」を実現するために⼤切な現場やチーム
のリーダーに求められるコミュニケーション術を解
説。豊富な具体例とともに、スキルアップのための
即効性の⾼いテクニックを多数紹介しています。

実⾏予算の作り方、原価の中間チェック方法、歩掛
りのまとめ方、報連相、5Sによる原価低減から、会
社全体の経営計画の作成方法まで網羅。豊富な具体
例で今すぐ使える知識やノウハウが詰まっています。

受注に成功する︕
土木・建築の技術提案

明日から始める 実践︕原価低減塾

お得なセット商品
ありますp19

降籏 達生 著
ハタ教育出版

降籏 達生
オーム社

著

49ページ

174ページ

￥2,750

￥1,100

商品コード B-sk-05

商品コード B-sk-06

オーム社の「電気と工事」に連載した記事をまとめ
たものです。１つの内容が⾒開き２ページに集約さ
れているため、勉強会や社内研修の教材としても最
適です。

テーマ→現場を⾒る→着眼点を⾒つける →技術提案
を発想するアイデアがひらめく︕技術提案書の作成
担当者が頭を悩ませるアイデア着想の「痒いところ
に手が届く」指南書。
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技術力を高める書籍

※表示価格はすべて税込みです

その仕事のやり方だと、予算と時間が
いくらあっても足りませんよ。

ワンランク上の施工を目指す5S技術

降籏 達生 著
クロスメディア・パブ
リッシング
224ページ

降籏 達生 著
｢電気と工事｣オーム社
91ページ

￥1,518

￥1,100

商品コード B-sk-08

商品コード B-sk-07

現 場 で活 用す る５ S（整理 、 整 頓、清掃、清 潔、
躾）の理論を解説。実践事例を多く取り上げている
ため、すぐに現場で活用することができます。

チームで仕事を進める上で重要となる、「スケジュー
ル管理」「トラブル・リスク 対応」「リーダーシッ
プ」「クオリティ」「予算とコストコントロール」
「チームワーク」「ビジョン」について解説。

図解即戦⼒ 建設業界のしくみとビジネ
スがこれ1冊でしっかりわかる教科書

今すぐできる建設業の工期短縮

降籏 達生 著

降籏 達生

著

248ページ

224ページ

￥1,650

日経コンストラクション

技術評論社

￥3,520

商品コード B-sk-09

商品コード B-sk-10

働き方改革に不可⽋な工程短縮5つのポイントを伝
授︕働き方改革により重要性が増している業務の効
率化について解説しています。

外国⼈との建設現場コミュニケーション
術: 雇用・育成・トラブル予防のポイント

カラー図解と丁寧な解説で誰でも読みやすい⼀冊。
建設業界のしくみとビジネスモデル、儲けのしくみ、
最新の動向を理解することができます。

お得なセット商品
ありますp20

降籏 達生 著
学芸出版社

236ページ

￥2,640

商品コード B-sk-11

外国⼈材の雇用で重要なポイントを解説。本書を学
ぶことで、外国⼈とトラブルなく働き、彼らを育て、
成果を上げてことができます。8か国語筆談集と、6
か国語による建設専門用語集も掲載しています︕
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人間力を高める書籍
技術者の品格

其の一

※表示価格はすべて税込みです

人気商品

技術者の品格

降籏 達生 著
ハタ教育出版

126ページ

141ページ

￥1,100

其の三

￥1,100

商品コード B-hp-02

「技術⼒と⼈間⼒で逆⾵に克つ」と題し、技術者の
あるべき姿を考える品格シリーズ第2弾。技術を磨
く、組織を強くする、⼈間的魅⼒を⾼める――を
テーマに多くの事例を紹介しています。

様々な技術者の具体的な事例を中心に、⾝近な実例に
降籏が独⾃に考察。技術者の品格を⾼めることによっ
て周囲の方々に尊敬され、信頼関係を築くことで今ま
で以上の業績向上を達成することができます。

技術者の品格

人気商品

其の四

人気商品

降籏 達生 著
ハタ教育出版

降籏 達生 著
ハタ教育出版

151ページ

142ページ

￥1,100

商品コード B-hp-03

其の五

￥1,100

商品コード B-hp-04

「⾃分は技術者に向いているのだろうか」「最近や
る気がでないが、どうすれば心熱くがんばれるのだ
ろうか」そんな技術者の不安を解消。シリーズ第3
弾は「心熱き技術者」になるためのコツが満載。

技術者の品格

人気商品

降籏 達生 著
ハタ教育出版

商品コード B-hp-01

技術者の品格

其の二

「品格」や「⼈間⼒」が不足している技術者は周囲
の応援を得ることができず、成果を出すことはでき
ません。応援される技術者になるための考え方につ
いて説くシリーズ第4弾。

マネジメントの流儀

人気商品

降籏 達生 著
ハタ教育出版

降籏 達生 著
ハタ教育出版

158ページ

145ページ

￥1,100

商品コード B-hp-07

￥1,100

商品コード B-hp-05

「成果を出して認められたい」「先が⾒えない状態
から抜け出したい」技術者の背中を押す⼀冊です。
⼀流の建設技術者になるためはどのように学び、⾏
動したら良いのか。シリーズ第5弾はその秘訣を教
えます。

成果に焦点をあて、真摯に組織のマネジメントに取
り組むことが、組織の隆盛、業績アップを招きます。
本書を通して気づきを得て、ぜひ⾏動に繋げてくだ
さい。
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人間力を高める書籍

※表示価格はすべて税込みです

お客様に感動を与える
エクセレントカンパニー
PHP研究所 編
PHP研究所
212ページ

¥1,870

商品コード B-hp-06

⼈材育成を財産と考えている企業を紹介している書
籍。経営者必携の⼀冊です。弊社ハタコンサルタン
ト株式会社も掲載されています。

5

建設業で本当にあった心温まる物語シリーズ

※表示価格はすべて税込みです

建設業で本当にあった心温まる物語Ⅱ

建設業で本当にあった心温まる物語

〜⼈と建設とのキズナ〜

降籏 達生 著
ハタ教育出版

降籏 達生 著
ハタ教育出版

51ページ

74ページ

￥550

￥550

商品コード B-hw-02

商品コード B-hw-01

前作の好評を受け制作された第2弾。建設業を通じ
て紡がれるキズナをテーマに68編を厳選しました。
今回も、涙ぐんでしまうような珠玉の物語が詰まっ
ています。

実話に基づく『心温まる物語』を収集。そこから61編
を厳選して冊子にまとめました。建設業のすばらしさ
を伝えるための副読本として、建設会社が新卒生を募
集する際の採用ツールとしてご活用いただけます。

建設業で本当にあった心温まる物語Ⅲ

建設業で本当にあった心温まる物語Ⅳ

〜キラリと光る建設の技〜

〜未来を担う若者のチカラ〜

降籏 達生 著
ハタ教育出版

降籏 達生 著
ハタ教育出版

74ページ

74ページ

￥550

￥550

商品コード B-hw-03

商品コード B-hw-04

「建設の技」をコンセプトに選出した第3弾。技術
者及び⼤工、鳶等の職⼈エピソードを中心に、建設
業に携わる⼈々の技のすばらしさ、奥深さを詰めて
います。

「若者のチカラ」をコンセプトに57編を選出し、未
来の建設業を担う若手技術者・技能者（職⼈）のエ
ピソードを中心に集めました。⼥性が建設現場で働
く姿にも注目です。

東海地方の建設業で本当にあった
心温まる物語

建設業で本当にあった
59話の心温まる物語
降籏 達生 著
日刊建設工業新聞
78ページ ￥550

降籏 達生 著
ハタ教育出版

商品コード B-hw-05

商品コード B-hw-06

日刊建設工業新聞で2016年5月から2017年12月ま
でに掲載した物語59話を集め、冊子にしました。巻
末には付録として60話目に降籏による「あなたの居
場所はここにある」を収録︕

建通新聞で掲載された東海地方での物語だけを集め
て1冊に集約しました。東海地方の地域に密着した
心温まる物語をご覧ください。

71ページ

6

￥550

建設業で本当にあった心温まる物語シリーズ
建設業で本当にあった心温まる物語２
マンガ版

⼀⼈でも多くの方が建設業に興味、関心をもっ
ていただくための活動として、
「建設業で本当にあった心温まる物語 マンガ
版」「建設業で本当にあった心温まる物語2
マンガ版」は小・中・⾼・⼤学校には無償で配
付しております。
PTA関係、お知り合い、もしくはお子様が通っ
ている学校をご紹介ください。（無料配布数は
それぞれ1クラスに1冊程度と
させていただきます）

降籏 達生 著
ハタ教育出版
68ページ

￥550

商品コード B-hw-07

「建設業で本当にあった
心温まる物語 マンガ版」は
無償配布のみの取扱いです。

全国の建設業従事者に書いていただいた「心温まる物
語」をもとに、名古屋デザイン＆テクノロジー専門学
校の協⼒を得て10名のマンガ家に素敵な物語に仕上げ
ていただきました。

詳細はお問い合わせください

続・建設業で本当にあった
59話の心温まる物語
降籏 達生 著
日刊建設工業新聞
81ページ

※表示価格はすべて税込みです

￥550

商品コード B-hw-08

第1弾の好評を受けた続編。今回も、建設工事を進め
る上での地域の理解、仲間の支え、転機となった⾔葉
など、さまざまな思いが⼀つ⼀つの物語につづられて
います。巻末には物語の選者である降籏による「物語
に寄せる思い」も収録。
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働き方改革に関する書籍
建設業で本当にあった心温まる物語シリーズ
建設版
働き方改革実践マニュアル

※表示価格はすべて税込みです

ニッポン 子育てしやすい会社

セット商品
ありますp19

⼈を⼤切にする会社は社員の子どもの数が多い

降籏 達生 著
日経BP社

坂本 光司/⼈を⼤切に
する経営学会 著

216ページ

255ページ

￥3,520

￥1,650

商品コード B-mn-02

商品コード B-mn-01

51社の事例から分かった「子育てしやすい会社、だ
から業績好調」の真理。「ワークライフバランス経
営」の決定版。※ハタ コンサルタント代表 降籏が
⼀部事例執筆しました。

天候や発注者の都合などに左右される建設産業の労働
環境を上手に変革するポイントを指南。⼈材を育てる
ために必要なモチベーションの与え方などを、建設産
業で具体化するための秘策を紹介します。

8

現場で使える建設用語集シリーズ

※表示価格はすべて税込みです

建設現場で使う重要な建設用語をまとめました。
他の用語集よりも分かりやすい⾔葉で解説しています。
ポケットに入るサイズなので現場でも邪魔になりません。

降籏

達生

著

建設業界で働く⼈のための
建設専門用語 完全解説
300語版

¥770

ハタ教育出版
お得なセット商品
ありますp20

商品コード

B-dc-02

外国語訳版
ベトナム語

300語版

¥770

商品コード

B-dc-04

語

200語版

¥550

商品コード

B-dc-05

中国語

200語版

¥550

商品コード

B-dc-06

インドネシア語

200語版

¥550

商品コード

B-dc-07

ポルトガル語

200語版

¥550

商品コード

B-dc-08

ミャンマー語

300語版

¥1,100

商品コード

B-dc-09

英

9

現場で活かすノウハウ

DVD

ハタ教育出版

その一言で現場が目覚める

建設工事の環境法

〜建設工事に学ぶ「リーダー」のコミュニケーション術〜

2時間16分

地球温暖化やリサイクルなど、環境保全に関する法律
について解説します。各章ごとに確認問題を収録して
おり、理解がより深まります。

国土交通省 工事成績評定
80点取る方法 実践編

工事成績評定/工事評価点 対策講座
80点取る方法

1時間45分

¥22,000

商品コード D-sk-05

評価の分析方法と、改善方法をまとめています。知識
が浅い新⼈現場代理⼈から、あと1点が届かないベテ
ラン現場代理⼈まで役⽴てられるDVDです。

考査項目について1項目ずつ解説︕チェックリストを
確認しながら実践することで、確実に80点以上獲得で
きます。※建築工事は取り扱っておりません

建設業の工期短縮

目で⾒て分かる

¥22,000

商品コード D-sk-07

ムダを減らし、粗利率や歩掛管理表をまとめる⼒も⾝
に付けることができます。工期遅延の要因と解決策を
知ることで、継続して工期を短縮することができます。

1時間55分

建設の基本技能

1時間 ¥11,000

商品コード D-sk-06

今すぐできる 10％増益するための
原価低減5つのポイント

¥22,000

｢地方整備局工事成績
評定実施要領｣つき

商品コード D-sk-04

2時間20分

¥11,000

商品コード D-sk-03

現場での円滑なコミュニケーションに役⽴つ「⼀⾔」、
ノウハウが詰まったDVD。リーダーに求められるコ
ミュニケーション術を学ぶことができます。

今すぐできる

完全解説

1時間32分

¥22,000

商品コード D-sk-01

2時間28分

※表示価格はすべて税込みです

現場で使える基本的な紐の結び方や道具の使い方、作
業の方法を解説。繰り返し⾒ることができるので、目
で⾒て覚え、実際に現場で活用できます。
工事費増額に成功する 公共土木工事の設計変更
〜設計変更ガイドライン解説と21の事例紹介〜

セット商品
ありますp19

¥22,000

1時間31分

商品コード D-sk-08

¥16,500

商品コード D-sk-09

原価低減5つのポイントを解説し、演習問題を解いて
理解度を深めます。具体的な工事案件を想定している
ため、すぐに現場で実践することが可能です。

「設計変更ガイドライン」を理解し、設計変更を獲得
した事例を知ることで工事費を増額することを目的と
したDVD。21案件の事例でポイントがわかります。

10

現場で活かすノウハウ
1日で理解できる
建設業法6つのポイント

1時間45分

DVD

ハタ教育出版
動画で学ぶ

人気商品

※表示価格はすべて税込みです

3ヵ月で現場に慣れるための

建設基本技能70【ベトナム語字幕版】

¥22,000

52分

商品コード D-sk-10

セット商品
ありますp20

¥44,000

商品コード D-sk-11

これまでの基本の法律に加えて、令和元年度に改訂さ
れた内容も説明しています。各章の終わりに設問を解
答することで、理解度を⾼めることができます。

講師の解説もベトナム語で表示するため、日本語が分
からないベトナム⼈でも、理解をすることができます。

11

キャリア・年代別
建設業

DVD

ハタ教育出版

内定者研修

建設会社 入社3年以内に
身につけたい仕事の習慣、マナー

〜あなたの不安を楽しみに変える〜

43分

※表示価格はすべて税込みです

1時間45分

¥11,000

¥16,500

視聴レポートつき

書き込み式ワーク・確
認テストつき

商品コード D-cr-01

商品コード D-cr-04

「建設業とはどんなところなんだろうか」「敬語を話
せるだろうか」…そんな不安に答えるDVDです。
内定者教育におすすめです。

工事部課⻑養成講座

入社３年たち、成果を出している施工管理技術者は良
い習慣、マナーが⾝についています。仕事への意識を
⾼めるためにご活用いただけます。

建設会社 新入社員を迎える
先輩社員・上司セミナー

チームで勝つ方法

2時間32分

57分

¥22,000

書き込み式ワークつき

商品コード D-cr-06
建設会社の工事部課⻑を対象にしており、管理職必須
の組織管理⼒、⼈材育成手法、⼈事評価、部門経営計
画作成手法が2時間半で会得できます。

建設業 新入社員育成講座①

入社1年目に必要な報連相、5Sの基本

1時間38分

¥11,000

商品コード D-cr-07
先輩社員や上司が新入社員の意識と育成手法を知るこ
とで、新入社員が早く現場に慣れ、生き生きと働いて
くれるようになることを目的としています。

建設業 新入社員育成講座②

セット商品
ありますp19

入社1年目に必要な図⾯・積算・測量の基本

1時間31分

¥22,000

¥22,000

商品コード D-cr-09

商品コード D-cr-08

新入社員が早く現場業務を理解するために⽋かせない
「報連相と５S」の実践方法を学び、建設会社の新入
「図面・積算・測量」の知識を解説します。現場でで
社員に必要な習慣を⾝につけることができます。建設
会社で働く事務・営業職の方も対象に含まれています。 きることが増えて仕事の面白さを知ることができます。

新任現場責任者育成講座①

建設業 新入社員育成講座③

現場運営に必要な施工計画、工程、実⾏予算の作成

入社1年目に必要な品質・原価・工程・安全管理の基本

2時間30分

セット商品
ありますp19

2時間46分

¥22,000

¥33,000

商品コード D-cr-11

商品コード D-cr-10

はじめて現場責任者として担当する若手技術者を対象
施工管理技術の基本である「品質・原価・工程・安全
としたDVDです。第1部では「工事が始まる前の計画
管理」を学ぶことで、技術者としての幅を広げること
ができます。将来の施工管理技⼠受験でも役⽴ちます。 を作成できる知識」を⾝につけることができます。
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キャリア・年代別

DVD

ハタ教育出版

新任現場責任者育成講座②

新任現場責任者育成講座③

現場運営に必要な法規制、コミュニケーション技術

3時間6分

どんな困難も乗り越える施工管理術

¥33,000

2時間48分

商品コード D-cr-12

2時間28分

¥33,000

商品コード D-cr-13

第2部では「工事が始まってから必要な知識」を⾝に
つけることができます。本DVDは、実際に現場で問題
が起きた際のバイブルとして活用できます。
一流の現場代理⼈になるための
3つのポイント

※表示価格はすべて税込みです

第3部では「工事が終わった後に分析ができる知識」
を⾝につけることができます。次の工事で改善をする
ために必要な工程、原価、積算の手法を学びます。

お得なセット商品
ありますp20

¥27,500

商品コード D-cr-14
現場で成果を上げる現場代理⼈を育てる︕部下や協⼒
会社の方々を指揮・監督するときに⽋かせない「現場
代理⼈の能⼒や資質」を⾝に付けることができます。
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技術提案対策

DVD

ハタ教育出版

建設コンサルタントのための
受注に成功する︕技術提案『実践編』

受注に成功する︕技術提案『実践編』

1時間39分

¥11,000

1時間32分

商品コード D-tc-01

¥11,000

商品コード D-tc-02

なぜ技術提案書の評価が低いのかがわからないという
お悩みを持っている方におすすめです。技術提案書作
成を実践的に学ぶことができます。

参考書や教材の少ない建設コンサルタントの技術提案
に完全対応︕具体的な事例と定量評価方法で⾼得点を
獲得するコツを解説します。
3日で身につく 技術提案で
満点を取るための3つのポイント

理科系の論⽂技術

〜評価の⾼い提案書、報告書、協議書を作成する方法〜

1時間40分

※表示価格はすべて税込みです

1時間20分

¥16,500

お得なセット商品
ありますp19

¥16,500

商品コード D-tc-06

商品コード D-tc-04

まず技術提案の3つのポイントを解説し、さらにそれ
に関連する演習問題を解くことで理解度を深めます。
土木、建築の技術提案書を作成する方や、現場で創意
工夫提案を考える技術者に最適の教材です。

建設現場で用いる⽂章を用いて、解説しています。技
術提案にて⾼い評価を得ることのできる提案書の作成
方法を⾝に付けることができます。
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現場の安全シリーズ

DVD

ハタ教育出版

建設業で働く⼈のための腰痛予防体操

※表示価格はすべて税込みです

本音と建前の中で本当の安全を作る

講師 河野 愛美

講師 辻

40分

40分

¥11,000

商品コード D-sf-01

¥11,000

商品コード D-sf-02

腰痛を予防するための体操を⼥性インストラクターと
⼀緒に⾏ものです。⼀緒に腰痛予防体操をすることで、
体のゆがみを矯正します。
ちょっとした意識で円滑なコミュニケーション
が生まれ企業の安全確保へ

どのように安全第⼀を社内に徹底すればよいのかを考
えましょう。手間とお⾦をかけるだけが安全な現場づ
くりではありません︕

なぜヒューマンエラーがなくならないのか

講師 余語 まりあ

1時間17分

1時間 ¥11,000
商品コード D-sf-03

¥11,000

商品コード D-sf-04

現場コミュニケーションを良好にすることで現場内の
やりとりが増え、安全な現場を作ることができます。
安全で円滑な職場を作りましょう。

不安全⾏動による事故はなかなかなくなりません。
ヒューマンエラーが起こるメカニズムと防止方法を解
説します︕

「失敗学」に学ぶ
現場の安全７つのポイント

事故を起こす⼈と起こさない⼈はここが違う

30分

太朗

¥5,500

お得なセット商品
ありますp19

1時間 ¥11,000

商品コード D-sf-05

商品コード D-sf-06

現場で事故を起こす⼈、起こさない⼈の違いを3つの
ポイントに分けて解説します。現場で働く全ての⼈の
安全意識を⾼めるためにご活用下さい︕

現場で失敗、ミス、事故が起きる真の原因を7つに分
けて解説します。⾃社の「失敗」の原因を知り、全員
で共有することで、事故をなくすることができます。
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建設経営者・幹部向けDVD
企業内研修講師

育成講座

ハタ教育出版

基本編

1時間32分

建設業経営者のためのBCP構築セミナー

1時間30分

¥11,000

商品コード D-mn-01
カリキュラムの作り方や伝わりやすい話し方、聞き手
の注意を引く間の取り方など講師をするためのテク
ニックを伝授します︕

※表示価格はすべて税込みです

¥22,000

商品コード D-mn-03
BCP（事業継続計画）を作成するためのポイントと実
例⾒本を解説。添付のエクセルファイルを活用してす
ぐに⾃社のBCPを作成することができます。

建設経営者が経営⼒を向上させる
8つのポイント

建設業 社員教育体系
〜必要能⼒・教育計画〜 作成セミナー

2時間 ¥22,000

1時間45分

商品コード D-mn-05

商品コード D-mn-07

理念や方針の作成にお悩みの建設会社の経営者のため
のDVD。⾃分および⾃社の課題を理解し、解決する方
法をお伝えします。

建設版 働き方改革
実践マニュアル

事例をもとに、講師がわかりやすく解説。添付のエク
セルファイルを活用してすぐに⾃社の教育体系を作成
することができます。

建設業 若⼿技術者を５年で一⼈前にする
ための３つのポイント

お得なセット商品
ありますp19

2時間15分

¥22,000

1時間46分

商品コード D-mn-08

¥22,000

商品コード D-mn-09

建設産業の労働環境を上手に変革するポイントを指
南︕有能な⼈材を育てるために必要なモチベーション
の与え方などの秘策も紹介します。

部課⻑や上司に必要なスキルである⼈材育成を取り
扱ったDVDです。効果的な育成・指導をすることで、
若手が主体的に働くようになります。

残業を削減する7つの方法

2時間15分

¥22,000

¥22,000

商品コード D-mn-10
残業が多い原因は、①仕事の量が多いこと、②仕事の
実施スピードが遅いこと-です。そこで本DVDでは、
この2つの原因を解決するために、建設会社が残業を
削減する方法を7つ解説します︕
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建設業のISO

ハタ教育出版

※表示価格はすべて税込みです

建設業のISO9001︔2015改訂
a) 解説DVD＋CD-R（エクセル版モデルマニュアル・帳票データ）
¥88,000

商品コード

b) 解説DVD 単品

D-is-01
c) CD-R 単品

(エクセル版モデルマニュアル・帳票データ)

2時間 ¥22,000

¥77,000

商品コード D-is-02

商品コード D-is-03

解説DVDを⾒ながら2015年改定に対応したモデル品質マニュアルとモデル帳票を利用すれば、空欄穴埋め式です
ぐに⽂書が作れます︕モデル帳票には分かりやすい事例つきなのでそのまま活用でき、これさえあれば
ISO9001︔2015年改訂作業が⾃⼒で実施可能です。

建設業のISO14001︔2015改訂
a) 解説DVD＋CD-R（エクセル版モデルマニュアル・帳票データ）
¥88,000

商品コード

b) 解説DVD 単品
1時間30分

¥22,000

商品コード D-is-05

D-is-04
c) CD-R 単品

(エクセル版モデルマニュアル・帳票データ)

¥77,000

商品コード D-is-06

解説DVDを⾒ながら2015年改定に対応したモデル環境マニュアルとモデル帳票を利用すれば、空欄穴埋め式です
ぐに⽂書が作れます︕モデル帳票には分かりやすい事例つきなのでそのまま活用でき、これさえあれば
ISO14001︔2015年改訂作業が⾃⼒で実施可能です。

建設業の労働安全衛生マネジメントシステム

ISO45001

完全解説

a) 解説DVD＋CD-R（エクセル版モデルマニュアル・帳票データ）
¥88,000

商品コード

b) 解説DVD 単品
1時間32分

¥22,000

商品コード D-is-08

D-is-07
c) CD-R 単品

(エクセル版モデルマニュアル・帳票データ)

¥77,000

商品コード D-is-09

ISO45001の内容を建設業従事者向けにわかりやすく解説します。また、労働安全衛生マニュアルをどのように作
成すれば良いかについても解説します。さらに、建設業向け労働安全衛生マニュアルと、帳票をエクセルデータで
添付しているので、すぐに⾃社のシステム構築をすることができます。
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建設業のISO

ハタ教育出版

※表示価格はすべて税込みです

建設業向け ISO9001,ISO14001
統合マニュアル・書式（CD-R）
¥104,500

※CD-R

商品コード D-is-10
建設業の、特に現場で使いやすい書式をご提供します。
書式には記載事例も含めていますので、すぐに現場で
活用することができます。

その他

建設DVD

ハタ教育出版

建設業界で働くことを
ちょっとでも考えている君たちへ
47分

¥5,500

商品コード D-ot-01
建設系学科の学生や教員、父兄の方々に向けて、建設
業での働きぶりをより知っていただくことを目的とし
て動画を作成しました。
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※表示価格はすべて税込みです

お得なセット商品
原価低減

※表示価格はすべて税込みです

現場代理⼈育成講座

DVD＆書籍セット

・DVD『今すぐできる 10％増益するための
原価低減5つのポイント』
・書籍『今すぐできる建設業の原価低減』
DVD・書籍セット ￥25,080
商品コード

→

￥23,100

弊社セミナー「現場代理⼈育成6か月コース」をDVDで学べます。

・『⼀流の現場代理⼈になるための3つのポイント』
・『今すぐできる 10％増益するための 原価低減5つのポイント』
・『今すぐできる建設業の工期短縮』
・『3日で⾝につく 技術提案で満点を取るための 3つのポイント』
・『その⼀⾔で現場が目覚める〜建設工事に学ぶ「リーダー」の
コミュニケーション術〜』
・『工事成績評定/工事評価点 対策講座 80点取る方法』

DVDセット

set-sk-01

￥132,000

商品コード

新入社員

新入社員育成講座①②③セット

DVD「新入社員育成講座」シリーズの全セット。
・『建設業 新入社員育成講座①』
・『建設業 新入社員育成講座②』
・『建設業 新入社員育成講座③』
DVDセット ￥66,000
商品コード

→

￥59,400

商品コード

商品コード

→

set-sk-02

DVD＆用語集＆書籍セット

DVD・書籍・用語集セット

￥68,420

→

￥66,000

set-fr-04

新任現場責任者育成講座①②③セット

DVD「新任現場責任者育成講座」シリーズの全セット。
・『新任現場責任者育成講座①』
・『新任現場責任者育成講座②』
・『新任現場責任者育成講座③』

・書籍『外国⼈との建設現場コミュニケーション術』
・用語集『建設専門用語 ベトナム語完全解説
300語』
・DVD『動画で学ぶ 3ヵ月で現場に慣れるための
建設基本技能70【ベトナム語字幕版】』
￥47,410

￥99,000

これ1冊でしっかりわかる教科書』
・用語集『建設専門用語 完全解説 300語』
・DVD『新入社員育成講座①②③』

DVD＆用語集＆書籍セット

DVD・書籍・用語集セット

→

・書籍『図解即戦⼒ 建設業界のしくみとビジネスが

set-fr-03

ベトナム⼈

DVDセット

DVDセット ￥99,000

￥45,100

商品コード

set-fr-05
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set-fr-06

→

￥79,200

お得なセット商品
技術提案

※表示価格はすべて税込みです

DVD＆書籍セット

現場の安全DVDセット

・書籍『受注に成功する︕土木・建築の技術提案』
・DVD『3日で⾝につく 技術提案で満点を取るための
3つのポイント』
※DVDでは書籍の内容を分かりやすく解説しています。
DVD・書籍セット ￥19,250
商品コード

→

DVDセット ￥27,500

￥17,250

商品コード

set-tc-01

働き方改革

DVD＆書籍セット

・DVD『建設版 働き方改革 実践マニュアル』
・書籍『建設版 働き方改革実践マニュアル』
DVD・書籍セット ￥25,520
商品コード

DVD「現場の安全」シリーズで⼈気の3種。
・『なぜヒューマンエラーがなくならないのか』
・『事故を起こす⼈と 起こさない⼈はここが違う』
・『「失敗学」に学ぶ現場の安全 7つのポイント』

→

￥23,520

set-mn-01
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set-sf-01

→

￥25,300

ご注⽂から発送の流れ
申込
本冊子の申込用紙ま
たは弊社HPよりお申
込みください。

受付

入⾦

受付メールをお送り
いたします。
※HP申込の場合は
⾃動返信

注⽂内容をご確認の
上、事前の銀⾏振込
をお願いいたします。

発送
入⾦確認後、3営業
日以内に発送いた
します。

・3,500円未満のご注⽂の場合は、送料が別途400円必要です
詳細は受付時のメールをご確認ください。
・振込先は受付時にご連絡いたします。恐れ入りますが振込手数料を別途ご負担ください。
＊1週間を過ぎても連絡がない場合には、お手数ですがご連絡をお願いいたします
■お問い合わせ先 フリーダイヤル︓0120-926-810
Email︓info2@hata-web.com

書籍・DVD使用上の注意
弊社で販売しているDVD・書籍はすべて個⼈の学習および
社内（協⼒会社）勉強会でのご活用を想定して取扱いしております。
以下の⾏為は著作権法上、禁止されています。
＜禁止事項＞
1. 許可なく第三者を集め投影・上映する⾏為（セミナー、講習会等）
2. 許可なく書籍・DVD内の動画を複製（コピー）・改変・編集する⾏為
3. 許可なく書籍・DVD内の動画をインターネット上・テレビ等で放送・公開する⾏為
4. 許可なく第三者へ貸し出し・レンタル・販売する⾏為（有料・無料問わず）
講習会、研修会の開催・運営目的でご使用の場合は、ライセンス契約が必要です。
講習会、研修会概要をご提示いただき、事前にご相談ください。
利用契約なく上記の用途で使用された場合、使用料⾦をご請求いたします。
希望されるDVDタイトル・配信する期間・受講者数によって費用が変わりますので、
詳細は弊社までお問い合わせください。
ただし、以下の用途の場合はご申告不要です。ぜひご活用ください。
●社員・協⼒業者内で複数⼈を集めてのDVD学習
例︓会社で購入したDVDを利用して、社員教育や安全⼤会を⾏う（リモート上映も可）
●学習目的での社内・協⼒業者勉強会での書籍活用 ※引用元を明記してください
例︓テキスト資料の⼀部に書籍の内容を引用し、社内勉強会を⾏う
●会社で購入し、社員や協⼒業者に貸し出しての⾃習利用
例︓社員に1⼈ずつDVDを貸し出して全社的に意識を⾼める
●メールやブログでの書籍・DVDの紹介で⼀部引用

※引用元を明記してください

その他使用上ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
■お問い合わせ先 フリーダイヤル︓0120-926-810
Email︓info2@hata-web.com
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申込書

または

B

- h

w - 0

商品名

カテゴリー

商品コード
例

0120-196-810（TEL︓0120-926-810）
E-mail︓info2@hata-web.com まで

お申込みは FAX︓

最初の10⽂字を記載してください

○をつけてください

1

書籍 ・ DVD

1

-

-

書籍 ・ DVD

2

-

-

書籍 ・ DVD

3

-

-

書籍 ・ DVD

4

-

-

書籍 ・ DVD

5

-

-

書籍 ・ DVD

6

-

-

書籍 ・ DVD

7

-

-

書籍 ・ DVD

8

-

-

書籍 ・ DVD

9

-

-

書籍 ・ DVD

10

-

-

書籍 ・ DVD

建 設 業 で 本 当 に あ っ た

＊3,500円未満のご注⽂の場合は、送料が別途400円必要です
【お支払方法について】銀⾏へ事前振込 （振込先は受付時にご連絡いたします）
＊1週間を過ぎても連絡がない場合には、お手数ですが【0120-926-810】までご連絡をお願いいたします

数量
1

↓WEB申込はコチラ

会社名
部署・役職

お名前

E-mail
(必須)

請求書

TEL

FAX

□ 不要（メール本⽂に振込先記載）
□ 要（PDF）
□ 要（郵送）

〒
住所

【本
社】〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28 名古屋第二埼玉ビル
【東京本店】〒104-0061 東京都中央区銀座7-15-8 タウンハイツ銀座 406
【大阪本店】〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場四丁目10番5号 南船場SOHOビル702
Ｅmail︓info2@hata-web.com
HP︓www.hata-web.com

