2019年8⽉23⽇改訂版

WEBから
お申し込み
▼

原価低減、技術提案などの知識を⾝につける専⾨書から、現場代理⼈をはじめ
とした⼈材育成本まで、【建設業】を発展させていく上で重要なテーマを網羅。
本を読む利点は知識の吸収だけではありません。⽂章⼒や、⼈の意⾒・体験を
知ることによりコミュニケーション⼒も育まれます。会社の、⾃⼰の成⻑に本書
をお役⽴てください。

技術⼒を⾼める書籍シリーズ

A

※表⽰価格はすべて税抜き価格です

『施⼯で勝つ⽅法〜現場代理⼈養成講座〜』
降籏 達⽣ 著 ⽇経BP社 ￥3,200
⼀流の現場代理⼈に必携のノウハウを網羅した究極の書籍です。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。

『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〜』

B

D

降籏 達⽣ 著 ⽇経BP社 ￥2,200
「強い現場」に共通する特徴とは、コミュニケーションが活発なことです。そして「強い現場」を実
現するために⼤切なのは、⼯事所⻑や現場代理⼈といったリーダーが節⽬節⽬に発する「⼀⾔」。
本書では、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。

『今すぐできる建設業の原価低減』 降籏 達⽣ 著 ⽇経BP社 ￥2,800
原価低減の⼿法が、数多くの具体的事例、帳票集とともに書かれており、まさに「今すぐできる」書
籍です。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しています。この1冊があれば会社の原価管理は万
全です。

『明⽇から始める 実践！原価低減塾』（冊⼦版）

E

降籏 達⽣ 著 ハタ教育出版 ￥1,000
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。明⽇から始められる原価低減の実践的な内容
が満載です。

『受注に成功する！⼟⽊・建築の技術提案』

F

降籏 達⽣ 著 オーム社 ￥2,500
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――こんな技術
提案事例をまっていた！技術者が頭を悩ませる技術提案書作成においてまさに「痒いところに⼿が届
く」指南書となっております。技術提案書作成時には⼿放せない1冊です。

『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。』

G

降籏 達⽣ 著 クロスメディア・パブリッシング ￥1,380
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。プロジェクトを任されたマネジャー、そして、これからリーダーとなる⼈必読の本です。
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技術⼒を⾼める書籍シリーズ

※表⽰価格はすべて税抜き価格です

『ワンランク上の施⼯を⽬指す5S技術』

H

降籏 達⽣ 著 「電気と⼯事」オーム社 ￥1,000
「現場⼒」が強い現場に共通する特徴とは、現場に不要なものや情報がなく（整理）、必要なものや
情報をすぐに取り出すことができ（整頓）、現場にゴミ汚れがなく（清掃）、ルールが確⽴されてい
て（清潔）、そこに働く⼈がそれを確実に実践し迅速に⾃主的に決断（躾）しています。本書は、現
場で活⽤する５S（整理、整頓、清掃、清潔、躾）の理論と実践を記載したものです。とりわけ実践
事例を多く含め、すぐに現場で活⽤できるよう⼯夫しました。

『今すぐできる建設業の⼯期短縮』

I

2

降籏 達⽣ 著 「 ⽇経コンストラクション ￥3,200
⼯事運営に際して、⼯期を短縮することの意義は⼤きいです。発注者にとっては、早くその建設物を
使⽤し、利益を享受することができます。近隣住⺠にとっては、⼯事に伴って起きる騒⾳や振動など
の被害を受ける期間が短くなります。⼯事を施⼯する建設会社にとっても、社員や作業員が拘束され
る期間が短くなり効率的に現場運営することができます。まさに⼯期短縮は、⼯事成功の要です。

⼈間⼒を⾼める書籍シリーズ

※表⽰価格はすべて税抜き価格です

J

『技術者の品格 其の⼀』 降籏 達⽣ 著 ハタ教育出版 ￥1,000
様々な技術者の具体的な事例を中⼼に、⾝近な実例に降籏独⾃の考察を加えることによって、「これ
からの技術者のあり⽅」や「技術⽴国⽇本について」などを読者にわかりやすく伝えています。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。

K

『技術者の品格 其の⼆』 降籏 達⽣ 著 ハタ教育出版 ￥1,000
「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弾です。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。⼼静か
に⾃らを⾒つめ直したい、そんな時にお勧めの⼀冊です。

L

『技術者の品格 其の三』 降籏 達⽣ 著 ハタ教育出版 ￥1,000
「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」そんな若い技術者の不安を解消するのが書籍「技術者の品格」シリーズです。読者の皆さ
んの熱いご要望にお応えしてこの度発刊するシリーズ三作⽬は、特に「⼼熱き技術者」になるための
コツが満載です。若⼿技術社員はもちろん、すべての技術者の⼼に灯をつけるために、ご活⽤下さい。

M

『マネジメントの流儀』 降籏 達⽣ 著 ハタ教育出版 ￥1,000
企業におけるマネジメントの役割は、商品づくり、顧客づくり、⼈材づくり、組織づくりと多岐に渡
ります。これらを実践すればするほど壁に当たるものです。本書はそのヒントを紹介しています。
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。本書を通して何か気づきを感じ、⾏動に繋げていただきたいという著者の想いが詰まった1冊です。

『お客様に感動を与えるエクセレントカンパニー』

N

PHP研究所 編 PHP研究所 ￥1,700
⼈材育成を財産と考えている企業を紹介している書籍です。 ⼈間⼒を⾼め、今⽇より明⽇へと成⻑し
ていく「⼈財」育成が顧客満⾜に繋がっています。「⼈を⼤切にする経営」をブレずに追求してきた
結果として、利益を⽣み出している、そんな企業の情報が満載です。ぜひ、企業の経営者に読んでほ
しい⼀冊です。弊社（ハタコンサルタント株式会社も掲載されています。
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⼈間⼒を⾼める書籍シリーズ

O

※表⽰価格はすべて税抜き価格です

『建設業で本当にあった⼼温まる物語』 降籏 達⽣ 編・著 ハタ教育出版 ￥500
約500⼈の建設業従事者、建設業と関わりのあった⽅より実話に基づく『⼼温まる物語』を収集。
そこから61編を厳選して、思わずホロッとくる話を冊⼦にまとめました。中⾼⼤学⽣に建設業の実
情・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
活⽤いただいています。

『建設業で本当にあった⼼温まる物語Ⅱ〜⼈と建設とのキズナ〜』

P

降籏 達⽣ 編・著 ハタ教育出版 ￥500
建設会社の繁栄と、建設技術者が⽣き⽣きと働く場を作り上げることを応援する「建設経営者倶楽部
KKC」が、実話に基づく『⼼温まる物語』を収集し、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おります。

『建設業で本当にあった⼼温まる物語Ⅲ〜キラリと光る建設の技〜』

Q

降籏 達⽣ 編・著 ハタ教育出版 ￥500
⼤好評の『建設業で本当にあった⼼温まる物語』第3弾は、「建設の技」をコンセプトに選出。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。各
職業についての解説もしているため、新⼊社員や若⼿社員、進路を考える学⽣の⽅にも最適の⼀冊です。

『建設業で本当にあった⼼温まる物語Ⅳ〜未来を担う若者のチカラ〜』

R

降籏 達⽣ 編・著 ハタ教育出版 ￥500
建設業従事者約210社の⽅々から集めた「⼼温まる物語」を、「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。また、
⼥性が建設現場で働く姿にも注⽬しました。

『建設業で本当にあった 59話の⼼温まる物語』

S

降籏 達⽣ 編・著 ⽇刊建設⼯業新聞 ￥500
建設業界には全国で500万⼈近い⼈たちが働いているといわれます。そのひとりひとりの中にドラマが
あります。それがほんの些細なことであったとしても。建設の魅⼒を少しでも知ってほしいという思
いから、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！

『東海地⽅の建設業で本当にあった⼼温まる物語』

T

降籏 達⽣ 編・著 ハタ教育出版 ￥500
建通新聞で掲載された東海地⽅での物語を⼀冊に集約しました。
第1章 お⽗さんが仕事を頑張れる理由 第2章 あなたの部下でよかった 第3章 語り継ぎたい建設業の
プライド 第4章 苦労の先にはお客さんの笑顔がある様々な⼼温まる物語をご覧ください

『建設業で本当にあった⼼温まる物語２ マンガ版』

AB

4

降籏 達⽣ 編・著 ハタ教育出版 ￥500
「建設業で本当にあった⼼温まる物語２ マンガ版」は、全国5000名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
家に書いていただいたものです。
※学校向けの寄贈は無料で承っております。詳しくはお問い合わせください。

建設現場で使う重要な建設⽤語201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

現場で使える⽤語集シリーズ

U

※表⽰価格はすべて税抜き価格です

『建設業界で働く⼈のための 建設専⾨⽤語200 完全解説』
降籏

達⽣

著

ハタ教育出版

￥300

『建設業界で働く⼈のための 建設専⾨⽤語300 完全解説』

U-300

降籏 達⽣ 著 ハタ教育出版 ￥700

『建設業界で働く⼈のための 建設専⾨⽤語200 完全解説』に100語増えました！
図や写真も増えて⼤容量です。

V

『建設業で働く⼈のための 建設専⾨⽤語200 英語版完全解説』

W

『⽇本の建設業界で働くベトナム⼈のための 建設専⾨⽤語200
ベトナム語版完全解説』

W-300

降籏 達⽣ 著 ハタ教育出版 ￥500

降籏 達⽣ 著 ハタ教育出版 ￥500

『⽇本の建設業界で働くベトナム⼈のための 建設専⾨⽤語300
ベトナム語版完全解説』
降籏 達⽣ 著 ハタ教育出版 ￥700

『⽇本の建設業界で働くベトナム⼈のための 建設専⾨⽤語200 ベトナム語版完全解説』
に100語増えました！図や写真も増えて⼤容量です。

X

『⽇本の建設業界で働く中国⼈のための 建設専⾨⽤語200
中国語完全解説』

Y

『⽇本の建設業界で働くインドネシア⼈のための 建設専⾨⽤語200
インドネシア語完全解説』

Z

『⽇本の建設業界で働く⼈のための
建設専⾨⽤語200 ポルトガル語完全解説』

降籏 達⽣ 著 ハタ教育出版 ￥500

降籏 達⽣ 著 ハタ教育出版 ￥500

降籏 達⽣ 著 ハタ教育出版 ￥500
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⼤好評の降籏の講義を⾃宅や会社で、好きな時間に⾒られるDVDです。繰り返し⾒る
ことで、実際の講義以上に理解を深めることができます。会社で買って社内研修に使う
も良し、社員に回して好きな時間に⾒るも良し、個⼈で買って繰り返し⾒るも良し。ぜ
ひご活⽤ください。

新⼊社員・現場代理⼈・⼯事部課⻑養成DVDシリーズ

※表⽰価格はすべて税抜き価格です

『建設業 新⼊社員育成コース 〜これから建設業で働く⼈のための
図⾯読解⼒、⼯程・安全管理⼒強化講座〜』

1

ハタ教育出版 ￥15,000
建設業の新⼊社員や未経験者がまず⾝につけてほしい「図⾯を読む⼒」「⼯程を管理する⼒」「測量技
術の基本」「安全管理の知識」をコンパクトにまとめています。また、ことばで困らないように「建設
⽤語集」も付録としてつけました。まったくの初⼼者でも現場で⼀通りのことができ、かつ事故から⾃
分の⾝を守ることができます。

『若⼿施⼯管理技術者（⼊社3〜5年）スキルアップセミナー』

2

ハタ教育出版 ￥20,000
⼊社して3〜5年後のすごし⽅が、伸びる⼈と、伸びない⼈を分けます。
若⼿社員の⾃主性・モチベーションを⾼め、さらに新⼊社員への指導スキルを⾝につけることができる
DVDです。受け⾝な若⼿社員の教材にご活⽤ください。

3

『現場代理⼈養成講座 施⼯で勝つ⽅法 〜基本編〜』 ハタ教育出版 ￥30,000
現場代理⼈に必要な知識・技術について基礎から徹底的にお伝えします。
建設⼯事の現場経験豊富な講師だからこそ、現場をイメージしながら学べる内容が実現しました。
理解⼒がすすみ、基礎⼒が確実に⾝につきます。

4

『⼯事部課⻑養成講座 チームで勝つ⽅法』 ハタ教育出版 ￥20,000
管理職必⾒！建設業に特化したスキルを学べるDVDです。
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。

『建設会社 ⼊社3年以内に⾝につけたい仕事の習慣、マナー』

5

ハタ教育出版 ￥15,000
⼊社３年たち、伸びる施⼯管理技術者と伸びない施⼯管理技術者の差は、良い習慣、マナーが⾝につい
ているかどうかです。良い習慣、マナーが⾝についている⼈は、すぐに現場に溶け込み、上司や協⼒会
社職⻑、職⼈に好かれ、資格を合格し、その結果成果を出すことができます。

『動画で学ぶ「建設業 内定者研修 〜あなたの不安を楽しみに変える〜」』

6

ハタ教育出版 ￥10,000
建設会社に内定が決まった学⽣は様々な不安を抱えています。「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」「3K（きつい、汚い、危険）って本当だろうか」「休⽇はあるのだろう
か」「現場の⼈は怖いのだろうか」「現場で使う⼯具や道具の名前を覚えられるだろうか」 ・・・
そんな不安に答えるのが、この「動画で学ぶ内定者研修〜あなたの不安を楽しみに変える〜」です。

『建設会社 新⼊社員を迎える 先輩社員・上司セミナー』

7

6

ハタ教育出版 ￥10,000
採⽤活動には多くのコストと時間がかかります。これからの会社の未来を担う新⼊社員は貴重な⼈財で
す。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。

現場で活かすノウハウDVDシリーズ

8

※表⽰価格はすべて税抜き価格です

『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〜』
ハタ教育出版 ￥20,000
現場を⽬覚めさせる「ちょっとした⼀⾔」を降籏の実演付き講義で学べます！
現場での円滑なコミュニケーションに役⽴つ「⼀⾔」、ノウハウがぎゅっと詰まったDVD！2時間弱で、
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、実演を交えて学ぶことができます。

『今すぐできる建設業の原価低減〜原価低減ワンポイントコース〜』

9

ハタ教育出版 ￥30,000
原価低減⼿法を5つのポイントに分けて、図を交えながらわかりやすく解説します。ダムやトンネル、橋
梁などの現場経験豊富な講師だからこそ、現場で実際に実現可能で、効率的な原価低減⼿法の基礎が学
べます。⼯事原価を下げたい⽅におすすめです。

『建設業法完全解説〜建設業法および関連法講座〜』

10

ハタ教育出版 ￥10,000
平成26年度改訂対応！膨⼤・難解な建設業法を2時間でコンパクトに学ぶことができます。
建設業法の中でも⼯事に直接関係してくる箇所をまとめており、元請にとっても下請にとっても重要な
法律を解説いたします。設問付きなので確認テストもおこなえ、社内研修にもピッタリの教材です。

『⼯事成績評定/⼯事評価点 対策講座 80点取る⽅法』

11

ハタ教育出版 ￥20,000
評価の分析⽅法と、改善⽅法を2時間半程度にコンパクトにまとめています。また、「⼯事成績分析表」
のエクセルデータも付録としてつけているので、すぐ実践することが可能です。⼯事成績評定/⼯事評価
点の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。

12

『建設⼯事の環境法 完全解説』 ハタ教育出版 ￥10,000
地球温暖化やリサイクルなど、環境保全に社会の関⼼が⾼まっている今、環境に関する法律を理解でき
ていますか？このDVDでは、分かりやすい解説とともに、各章ごとに問題がついているので、解答しな
がら進めることで理解がより深まります。環境法についてギュッと詰まったDVDです。

13

『企業内研修講師 育成講座 基本編』 ハタ教育出版 ￥10,000
企業内で研修をする際、カリキュラムの作り⽅がわからない、講師をやったことがなく、何を⾒て勉強
すればいいのか分からないなどのお悩みはありませんか？このDVDを⾒れば、企業内研修で⾏う講師の
コツがつかめ、わかりやすい動画による実践付きだから、すぐに真似することができます。効果的な企
業内研修ができる講師を養成するDVDです！

38

『今すぐできる建設業の⼯期短縮』 ハタ教育出版 ￥20,000
⼯期短縮の⼿法を分かりやすく説明し、⼯程表の読み取り⽅など、基礎的な知識から順序⽴てて解説し
ますので、誰でも⼯程表を作成できるようになります。設問では、建設現場で起きる実例を取り上げて、
図や計算も交えて解説します。施⼯管理技術者として、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。⼯期を短縮することで、業績を向上させたいという建設技術者にお勧めです。

7

儲かるISO DVDシリーズ

14

※表⽰価格はすべて税抜き価格です

『建設業 ISOで勝つ⽅法
〜ISOを活⽤して業績向上、社⾵改善につなげる〜』
ハタ教育出版 ￥10,000
ムダだと思っていたISOが、⼯事でこんなに役に⽴つ！原価管理や経営、問題の解決⼿法など、ISOに
は、実は会社が抱える問題を解消させ、業績をアップさせるノウハウが詰まっています。「ただやるだ
け」のISOから「業績向上につなげる」「やる気を引き出す」ISO運⽤が学べます。

『建設業のISO9001；2015改訂』

15

ハタ教育出版
A ： 解説DVD ￥20,000
B ： エクセル版モデルマニュアル・帳票データ（CD‐R） ￥70,000
C ： 解説DVD+エクセル版モデルマニュアル・帳票データ（CD‐R） ￥80,000
2015年の改訂で、1からマニュアルや帳票を作成するのは時間がかかってしまう、
ISO参考書を読んでも何を変えればいいのか分からないというお悩みはありませんか？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』

16

ハタ教育出版
A ： 解説DVD ￥20,000
B ： エクセル版モデルマニュアル・帳票データ（CD‐R） ￥70,000
C ： 解説DVD+エクセル版モデルマニュアル・帳票データ（CD‐R） ￥80,000
2015年の改訂で、1からマニュアルや帳票を作成するのは時間がかかってしまう、
ISO参考書を読んでも何を変えればいいのか分からないというお悩みはありませんか？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。

CD-R（Excelデータ）
『建設業向け ISO9001,ISO14001統合マニュアル・書式』

17

ハタ教育出版 ￥95,000
このISO9001,ISO14001統合マニュアルは、ISO9001,ISO14001双⽅の規格を統合して、1冊のマニュ
アルにしたものです。1冊のマニュアルで、品質、環境双⽅のISOを運⽤することができます。また建設
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。

『建設業の労働安全衛⽣マネジメントシステム

18

ISO45001 完全解説』

ハタ教育出版
A ： 解説DVD ￥20,000
B ： エクセル版モデルマニュアル・帳票データ（CD‐R） ￥70,000
C ： 解説DVD+エクセル版モデルマニュアル・帳票データ（CD‐R） ￥80,000
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。

『今なぜ建設業にISOが必要なのか〜品質向上と企業存続に向けて〜』

39

8

ハタ教育出版 ￥5,000
本DVDは、ISOの基礎知識から取得のメリットまで、建設業従事者向けにわかりやすく解説します。ま
た、現場で不正が起きる理由を明らかにします。さらに、ISOマネジメントシステムの運⽤を事例を交
えて説明いたします。これからISOを取得しようとする建設会社、そしてすでにISOを取得しているけ
れど、もっと活⽤していい会社を作りたいという建設会社にお勧めです。本DVDを活⽤して、ISOの理
解を深め、より信頼される企業になりましょう。

がんばれ建設！現場の安全DVDシリーズ

23

24

25

26

27

28

29

『⽬で⾒て分かる

※表⽰価格はすべて税抜き価格です

建設の基本技能』 ハタ教育出版 ￥10,000

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。実際の現場で撮影した動画を使⽤していますので、臨場感
たっぷりです！

『建設業で働く⼈のための腰痛予防体操』

ハタ教育出版

￥10,000

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。⼥性インストラクターの動き
に合わせて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。安全⼤会や、安全衛⽣教育な
どで参加者全員で体操することができます。また、⼀⼈で⾒ながら体を動かすこともできます。

『本⾳と建前の中で本当の安全を作る』 ハタ教育出版 ￥10,000
死亡事故と治らないけが（指切断、歩⾏困難）は絶対に防がないといけません。しかし本⾳は、⼿間と
お⾦はかけたくないというものです。そんな中、どのようにして安全第⼀を社内に徹底すればよいのか
を考えましょう。

『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』 ハタ教育出版 ￥10,000
好印象の第⼀歩！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。その第⼀歩は第⼀印象を良くすることです。⾒た⽬と声に気をつけることで作業
員や関係者から気軽に話しかけられる雰囲気になり、現場のコミュニケーションがよくなります。安全
で円滑な職場を作るコツを⾝につけましょう。

『なぜヒューマンエラーがなくならないのか』 ハタ教育出版 ￥10,000
事故の原因には、不安全状態と不安全⾏動があります。現場の安全レベルの向上により、不安全状態は
かなり改善されていますが不安全⾏動による事故はなかなかなくなりません。そのため、⼯事現場から
事故を撲滅するためには「ヒューマンエラー」をなくすことが最重要課題です。

『事故を起こす⼈と起こさない⼈はここが違う』 ハタ教育出版 ￥5,000
本DVDは、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。その上
で、この3つのポイントを⾼め、事故を起こさない⼈になるためのコツを、具体的にお話しします。
現場で働く全ての⼈の安全意識を⾼めるために、本DVDをご活⽤下さい！

『「失敗学」に学ぶ現場の安全７つのポイント』 ハタ教育出版 ￥10,000
本DVDは、「失敗学」を元に、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。
そしてそれぞれの原因をいかにして解決するかについて、具体的に解説します。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。

9

建設業経営⼒アップDVDシリーズ

30

『下請建設会社が元請になる⽅法』 ハタ教育出版 ￥20,000
本DVDは、そのハードルの乗り越え⽅を理解することで、スムーズに元請として仕事ができるようにな
ることを⽬指しています。また、既に元請である会社でも、⾏っていることに抜けや漏れがないかを知
ることができます。

31

『建設業経営者のためのBCP構築セミナー』 ハタ教育出版 ￥20,000
建設会社の経営者は、どんな事態に陥っても、⼯事を発注していただいているお客様や⽇々がんばって
いる社員さんを守るために、事業を早期に再開し、継続しなければなりません。本DVDは、建設会社が
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元にBCP構築⽅法を解説します。添付の
エクセルファイルに⼊⼒すればすぐに⾃社のBCPを作成することができます。

32

『建設業のリスクアセスメント
〜コンプライアンス・労働安全衛⽣・化学物質〜』

ハタ教育出版 ￥20,000
事故や災害の撲滅するためには、リスクを予知し予め対策を打つことが⼤切です。さらにもしも、事故
や災害が起きても、被害を最⼩限にする必要があります。「リスクアセスメント」を実施することで事
故、災害の未然防⽌、被害の緩和をすることができます。いかにして、⾼い精度のリスクアセスメント
を実施するかが建設業の最重要課題です。

33

『建設経営者が経営⼒を向上させる8つのポイント』 ハタ教育出版 ￥20,000
建設会社の経営について、「理念や⽅針をどのように作成すれば良いかわからない」というお悩みはあ
りませんか？このDVDには建設業経営者が経営⼒を向上させる項⽬がギュッとつまっています！⾃分、
および⾃社の課題を知ることができる『経営⼒チェックリスト』付き！ワークシート形式のため、⾃分
で課題解決ができる内容です。

34

『建設業の働き⽅改⾰』 ハタ教育出版 ￥20,000
「働き⽅改⾰を進めたいが、法規制がわからない」というお悩みはありませんか？このDVDでは労働基
準法の解説と働き⽅改⾰の具体例をご紹介します。労働時間・休⽇のルールや割増賃⾦の考え⽅、36協
定についても分かりやすく解説いたします。

35

『建設業の新卒・中途採⽤の秘訣』 ハタ教育出版 ￥20,000
若⼿社員を継続的に採⽤することは、建設会社が継続的に事業活動を⾏うために、⽋かせないことです。
建設会社が新卒、中途採⽤をする際の秘訣を知ることで、継続して⼈材採⽤することができる建設会社
になれるよう構成しています。
『建設業

41

10

※表⽰価格はすべて税抜き価格です

社員教育体系〜必要能⼒・教育計画〜作成セミナー』

ハタ教育出版 ￥20,000
必要能⼒⼀覧表、教育計画、研修・教材⼀覧表の記載事例をもとに、講師がわかりやすく解説するので
作成⽅法がすぐに理解できます。また建設会社に合ったエクセル版の書式を収録しています。
書式に当てはめるだけですぐに実際に教育体系を作成することができます。

受注に成功する！技術提案DVDシリーズ

※表⽰価格はすべて税抜き価格です

『技術提案の超達⼈〜技術提案ワンポイントコース〜』

19

ハタ教育出版 ￥30,000
⼤好評の講師 降籏の技術提案講義がDVDとして、社内で、⾃宅で視聴できます。技術提案書をどう書
けばいいのか、どう書いたら評価されるのか、どうやって提案内容を考えればいいのか、という基礎を
徹底的に指導します。技術提案書で悩まれている⽅は必⾒のDVDです。

20

『受注に成功する！技術提案『実践編』 ハタ教育出版 ￥10,000
なぜ技術提案書の評価が低いのかがわからない。技術提案書を作成したものの、良いできか、悪いでき
かを⾃分で判断することができない。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
実践的に学べる応⽤編です。

21

『受注に成功する！技術提案『ヒアリング対策』ハタ教育出版 ￥30,000
ヒアリングで好感触を得る回答を対⾯シーンを⾒ながら学べます。ヒアリングの回答内容をお伝えする
だけではなく、実際の対⾯シーンの映像も⾒れるため、ヒアリングの⾯接練習にも最適です。また、回
答内容に講師の解説を加えることで、どこがポイントなのかを明確に知ることができます。
『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』

22

40

ハタ教育出版 ￥10,000
建設コンサルタント向け！技術提案書作成を実践的に学べる応⽤編がついに登場！
技術提案書作成において、適切な参考書が⾒当たらない、提案のテーマが具体的でないことが多く、ど
うすれば⾼評価になるか分からない、という悩みはありませんか？このDVDを⾒れば、⾃分の作った技
術提案書を定量評価することができます。

『理科系の論⽂技術』ハタ教育出版 ￥15,000
本DVDは、理科系の論⽂の書き⽅を分かりやすく説明します。また、⽂章の「型」を覚えることで、短
時間に論理的で分りやすい⽂章が書けるようになります。設問では、建設現場で⽤いる⽂章を⽤いて、
解説しています。また、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も⾝に付けること
ができます。施⼯計画書、技術提案書、協議書等、建設業に関わる⽂章を作成する建設技術者にお勧め
の内容です。

その他建設DVD

36

『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』 ハタ教育出版 ￥5,000
「建設業がどのような仕事をするのかがわからない」「休⽇が少なく、残業が多いのでは」…そんな不
安のある建設系学科の⾼校⽣、専⾨学校⽣、⼤学⽣、そしてこれから職業選択を⾏う中学⽣、さらには
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。
『建設業が環境を守る〜このままだと地球がダメになる本当の理由〜』

37

ハタ教育出版 ￥10,000
本DVDは、地球温暖化がもたらす深刻な被害を分かりやすく説明します。また、建設現場での作業がど
れだけ環境に影響しているかを具体的に取り上げます。そして、環境問題をいかにして解決するか、建
設業のなすべきことを解説します。さらにISO14001を取得することの意義をわかりやすくお伝えしま
す。建設業が環境問題を知り、共有することで、利益を上げながら地域貢献することができます。

11

現場で使えるカレンダーやチョークなども取り扱っております。この機会にぜひ
ご利⽤ください。

現場で使える雑貨シリーズ

あ

※表⽰価格はすべて税抜き価格です

『建設業法31⽇カレンダー』 ⾏政書⼠法⼈名南経営 ￥2,000
中⼩建設業者の⼤半では法務部⾨が設置されておらず、たびたび法令違反を引き起こしてしまう場合が
あります。そこで有効となるのが「建設業法31⽇カレンダー」です。「建設業法31⽇カレンダー」は、
机の上に置いたり、壁に掛けたりして使⽤することができるカレンダーです。毎⽇建設業法の規定を⽬
にすることで、知らず知らずのうちに建設業法に対する意識を⾼めることができます。新⼊社員や事務
社員が活⽤することで建設業法の基本的な知識を⾝につけることもできます。
『キットパス⼯事⽤』⽇本理化学⼯業

い

●キットパス⼯事⽤ 10本⼊ ⽩・⾚・⻘・⿊ それぞれ￥1,000
●キットパス⼯事⽤ 2本⼊セット（スポンジ付き） ⽩・⾚・⻘・⿊

それぞれ￥450

粉が出ない固形マーカーです。濡れた布などで拭いて消すことができます。

『テープ⿊板』

う

⽇本理化学⼯業

●テープ⿊板 18ｍｍ 120×170×18mm 43g ⿊・緑
●テープ⿊板 30ｍｍ 120×170×30mm 62g ⿊・緑
●テープ⿊板 50ｍｍ 120×170×50mm 95g ⿊・緑

それぞれ￥700
それぞれ￥900
それぞれ￥1,100

貼ってはがして、描いて消せる⿊板テープ。アイデア次第でさまざまな使い⽅ができます。

『レインボーチョーク 10本⼊』

え

●10本⼊り 白

￥250

赤・黄

⽇本理化学⼯業

それぞれ￥400

⾬天の⼯事でも⽂字が消えない耐⽔性チョークです。硫酸カルシウム製の耐⽔性チョークで主原料に陶
磁器成形⽤⽯こう型の廃型⽯膏を40%配合しています。コーティング加⼯で⼿が汚れにくく、⼯事現場
や屋外掲⽰、路⾯マーキングなどに最適なチョークです。

『ダストレス耐⽔性チョーク 6本⼊』

お
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●6本⼊り

白

￥200

赤・黄

⽇本理化学⼯業

それぞれ￥320

⾬天の⼯事でも⽂字が消えない耐⽔性チョークです。炭酸カルシウム製の耐⽔性チョークは世界で初め
て作られました。⼿を汚しにくいコーティング加⼯やパッケージがチョークケースになるのも嬉しいポ
イント。屋外⽤の⿊板に最適なチョークです。

建設業に関するノウハウが⼀⽬で分かるポスターが登場いたしました。
現場に、事務所に掲⽰をすることで毎⽇の意識改⾰にご活⽤いただけま
す。耐⽔性・耐久性に優れた⽤紙のため、劣化や⾊あせ、⾬にも強いの
で安⼼してお使いいただけます。また、⽤途、掲⽰場所に合わせて、サ
イズはA1とA2、2種類を⽤意しております。

建設会社向け教育ポスター

※表⽰価格はすべて税抜き価格です

『建設業原価低減5つのポイント』
A1サイズ￥1,667
A2サイズ￥1,297

a

A2サイズは完売しました

建設業向けポスター第1弾は「原価低減」。原価低減の⼿法を⼭登りのイラストで分かりやす
く1枚にまとめています。現場や事務所の⽬につく所に掲⽰することで、今は⼭のどの。辺り
にいるのか、今は何に気をつけなければいけないのかを毎⽇確認することができます

『成果を出す現場代理⼈』
A1サイズ￥1,667
A2サイズ￥1,297

b

建設業向けポスター第2弾は「現場代理⼈」。成果を出す現場代理⼈に必要な「現場⼒」「⼈
間⼒」を分かりやすくまとめています。ポイントを簡潔にまとめていますので、朝礼で唱和
するとより⾼い効果が期待できます。⽇々の意識改⾰にお役⽴てください。

『業績アップにつながるISO』
A1サイズ￥1,667
A2サイズ￥1,297

c

ISOがテーマの建設業向けポスターです。やっかいな印象が強いISOを、どのように活⽤すれ
ば良いのか⼀⽬で分かるようにまとめています。ISOが業績、顧客満⾜にどのようにつながっ
ていくのか――ISOの意味を社員全員に知っていただくことにも効果的です。ISOの周知、意
識改⾰にご活⽤ください。

読者数13,000⼈！
⽇本⼀の建設業向けメールマガジン！

『がんばれ建設 〜建設業業績アップの秘訣〜』メールマガジンのご案内
『がんばれ建設』
メルマガとは？

ダム、トンネル、橋梁⼯事の参画経験を持ち、ベストセラー「今すぐできる建設業の原価低減」
の著者である降籏 達⽣が、「儲かる」「⾝につく」建設（⼟⽊、建築、設備、電気、プラント）
関連情報を厳選。建設技術・経営・業界の最新情報を配信しております。建設業の業績アップ、
技術者育成、技術提案、原価低減ネタはおまかせください！

ご登録⽅法

FAXから：下記必要事項を書いて

0120‐196‐810 までお送りください。

メール
アドレス

QRから
登録！

お名前

ふりがな

都道府県

電話番号

ホームページから：こちらのURLからご登録ください。www.hata‐web.com/mail_magazine.html
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0120‐196‐810（TEL：0120‐926‐810）
またはE‐mail：info3@hata‐web.comまで
お申込みはFAX：

書籍申込書
No.

商品名

数量

A

施⼯で勝つ⽅法〜現場代理⼈養成講座〜

冊

B

その⼀⾔で現場が⽬覚める

冊

C

今すぐできる原価低減（冊⼦版）

冊

E

明⽇から始める 実践！原価低減塾

冊

F

受注に成功する！⼟⽊・建築の技術提案

冊

G

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。

冊

H

ワンランク上の施⼯を⽬指す5S技術

冊

I

今すぐできる建設業の⼯期短縮

冊

J

技術者の品格

其の⼀

冊

K

技術者の品格

其の⼆

冊

L

技術者の品格

其の三

冊

M

マネジメントの流儀

冊

N

お客様に感動を与えるエクセレントカンパニー

冊

O

建設業で本当にあった⼼温まる物語

冊

P

建設業で本当にあった⼼温まる物語Ⅱ

〜⼈と建設とのキズナ〜

冊

Q

建設業で本当にあった⼼温まる物語Ⅲ

〜キラリと光る建設の技〜

冊

R

建設業で本当にあった⼼温まる物語Ⅳ

〜未来を担う若者のチカラ〜

冊

S

建設業で本当にあった 59話の⼼温まる物語

冊

T

東海地⽅の建設業で本当にあった⼼温まる物語

冊

AB
U

建設業で本当にあった⼼温まる物語２

マンガ版

★

冊

建設業界で働く⼈のための建設専⾨⽤語200 完全解説

冊

U-300 建設業界で働く⼈のための建設専⾨⽤語300 完全解説

冊

V

【英語版】建設業で働く⼈のための建設専⾨⽤語200 英語完全解説

冊

W

⽇本の建設業界で働くベトナム⼈のための建設専⾨⽤語200 ベトナム語完全解説

冊

W-300 ⽇本の建設業界で働くベトナム⼈のための建設専⾨⽤語300 ベトナム語完全解説

冊

X

⽇本の建設業界で働く中国⼈のための建設専⾨⽤語200 中国語完全解説

冊

Y

⽇本の建設業界で働くインドネシア⼈のための建設専⾨⽤語200インドネシア語完全解説

冊

Z

⽇本の建設業界で働く⼈のための建設専⾨⽤語200 ポルトガル語完全解説

冊

★「建設業で本当にあった⼼温まる物語２

マンガ版」は教育機関に無償配布できます。

詳細はお問い合わせください。

＊3,500円未満のご注⽂の場合は、送料が別途400円必要です。
＊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。
【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）
請求書が必要な場合：□メールに添付（PDF）□郵送
※いずれかにチェックをお願いいたします
会社名

TEL

FAX
お名前

部署・お役職名
〒
住所

E‐mail
(必須)
【東 京】〒104-0061 東京都中央区銀座七丁⽬15番8号 タウンハイツ銀座406
【名古屋】〒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
Ｅmail：info2@hata-web.com
HP：www.hata-web.com

DVD申込書①

0120‐196‐810（TEL：0120‐926‐810）
またはE‐mail：info3@hata‐web.comまで
お申込みはFAX：

No.

商品名

数量

1

建設業 新⼊社員育成コース〜これから建設業で働く⼈のための図⾯読解⼒、⼯程・安全管理⼒強化講座〜

部

2

若⼿施⼯管理技術者(⼊社3〜5年)スキルアップセミナー

部

3

現場代理⼈養成講座 施⼯で勝つ⽅法〜基本編〜

部

4

⼯事部課⻑養成講座 チームで勝つ⽅法

部

5

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

部

6

動画で学ぶ『建設業 内定者研修〜あなたの不安を楽しみに変える〜』

部

7

建設会社 新⼊社員を迎える先輩社員・上司セミナー

部

8

その⼀⾔で現場が⽬覚める

部

9

今すぐできる建設業の原価低減〜原価低減ワンポイントコース〜

部

10 建設業法完全解説〜建設業法および関連法講座〜

部

11 ⼯事成績評定/⼯事評価点 対策講座 80点取る⽅法

部

12 建設⼯事の環境法 完全解説

部

13 企業内研修講師 育成講座 基本編

部

14 建設業 ISOで勝つ⽅法 〜ISOを活⽤して業績向上、社⾵改善につなげる〜

部

建設業のISO9001；2015改訂
A ①解説DVD+②モデル品質マニュアル（エクセル版）+③モデル帳票（エクセル版）

セット

15
B ①解説DVDのみ

部

C ②モデル品質マニュアル（エクセル版）+③モデル帳票（エクセル版）

セット

建設業のISO14001；2015改訂
A ①解説DVD+②モデル環境マニュアル（エクセル版）+③モデル帳票（エクセル版）

セット

16
B ①解説DVDのみ

部

C ②モデル環境マニュアル（エクセル版）+③モデル帳票（エクセル版）

セット

17 CD-R（Excelデータ） 『建設業向け ISO9001,ISO14001統合マニュアル・書式』
建設業の労働安全衛⽣マネジメントシステム ISO45001

部

完全解説

A ①解説DVD+②モデル労働安全衛⽣マニュアル（エクセル版）+③モデル帳票（エクセル版）

セット

18
B ①解説DVDのみ

部

C ②モデル労働安全衛⽣マニュアル（エクセル版）+③モデル帳票（エクセル版）

セット

＊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。
【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）
請求書が必要な場合：□メールに添付（PDF）□郵送
※いずれかにチェックをお願いいたします
会社名

TEL
お名前

部署・お役職名
住所

FAX

〒

E‐mail
(必須)
【東 京】〒104-0061 東京都中央区銀座七丁⽬15番8号 タウンハイツ銀座406
【名古屋】〒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
Ｅmail：info2@hata-web.com
HP：www.hata-web.com

0120‐196‐810（TEL：0120‐926‐810）
またはE‐mail：info3@hata‐web.comまで
お申込みはFAX：

DVD申込書②
No.

商品名

数量

19 技術提案の超達⼈〜技術提案ワンポイントコース〜

部

20 受注に成功する！技術提案『実践編』

部

21 受注に成功する！技術提案『ヒアリング対策』

部

22 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』

部

23 ⽬で⾒て分かる 建設の基本技能

部

24 建設業で働く⼈のための腰痛予防体操

部

25 本⾳と建前の中で本当の安全を作る

部

26 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

部

27 なぜヒューマンエラーがなくならないのか

部

28 事故を起こす⼈と起こさない⼈はここが違う

部

29 「失敗学」に学ぶ現場の安全７つのポイント

部

30 下請建設会社が元請になる⽅法

部

31 建設業経営者のためのBCP構築セミナー

部

32 建設業のリスクアセスメント完全解説

部

33 建設経営者が経営⼒を向上させる8つのポイント

部

34 建設業の働き⽅改⾰

部

35 建設業の新卒・中途採⽤の秘訣

部

36 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

部

37 建設業が環境を守る〜このままだと地球がダメになる本当の理由〜

部

38 今すぐできる建設業の⼯期短縮

部

39 今なぜ建設業にISOが必要なのか〜品質向上と企業存続に向けて〜

部

40 理科系の論⽂技術

部

41 建設業 社員教育体系〜必要能⼒・教育計画〜作成セミナー

部

＊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。
【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）
請求書が必要な場合：□メールに添付（PDF）
□郵送
※いずれかにチェックをお願いいたします

会社名

TEL
お名前

部署・お役職名
住所

FAX

〒

E‐mail
(必須)
【東 京】〒104-0061 東京都中央区銀座七丁⽬15番8号 タウンハイツ銀座406
【名古屋】〒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
Ｅmail：info2@hata-web.com
HP：www.hata-web.com

0120‐196‐810（TEL：0120‐926‐810）
またはE‐mail：info3@hata‐web.comまで
お申込みはFAX：

ポスター・雑貨申込書

Poster
No.

商品名

a

建設業原価低減5つのポイント

b

成果を出す現場代理⼈

c

数量
A1サイズ

枚

A1サイズ

枚

A2サイズ

枚

A1サイズ

枚

A2サイズ

枚

業績アップにつながるISO

Goods
No.

商品名

No.

数量

あ 建設業法31⽇カレンダー

商品名

数量

部

テープ⿊板 18ｍｍ ⿊

部

10本⼊ ⽩

部

テープ⿊板 18ｍｍ 緑

部

10本⼊ ⾚

部

テープ⿊板 30ｍｍ ⿊

部

う テープ⿊板
10本⼊ ⻘

部

テープ⿊板 30ｍｍ 緑

部

10本⼊ ⿊

部

テープ⿊板 50ｍｍ ⿊

部

い キットパス⼯事⽤
2本⼊セット

⽩

部

テープ⿊板 50ｍｍ 緑

部

2本⼊セット

⾚

部

⽩

部

2本⼊セット

⻘

部

⾚

部

2本⼊セット

⿊

部

⻩

部

⽩

部

⾚

部

⻩

部

え

レインボーチョーク
10本⼊

ダストレス耐⽔性
お チョーク
6本⼊

＊3,500円未満のご注⽂の場合は、送料が別途400円必要です。
＊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。
【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）

請求書が必要な場合：□メールに添付（PDF）□郵送
会社名

TEL

※いずれかにチェックをお願いいたします
FAX

お名前

部署・お役職名
〒
住所

E‐mail
(必須)
【東 京】〒104-0061 東京都中央区銀座七丁⽬15番8号 タウンハイツ銀座406
【名古屋】〒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
Ｅmail：info2@hata-web.com
HP：www.hata-web.com

ハタウェブ･ドット･コム www.hata-web.com
【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 4 階

【東京支店】〒104-0061 東京都中央区銀座 7-15-8
タウンハイツ銀座 406
TEL：0120-926-810

FAX：0120-196-810

Email：info2@hata-web.com

