2021.09.01(WED.) – 09.30(THU.)
ハタコンのセミナーを学習できるDVDをセール価格で販売します！
コロナ禍でのオンライン学習にぜひお役立てください。

来年の春に向け、内定者・新入社員向けのDVDも対象商品です。
決算セールで、来期の準備をしておくのはいかがでしょうか？

20％
OFF!

❶新入社員育成講座①②③セット
セミナー「新入社員育成2か月コース」の
第1講～第3講をDVDで学べます。

売り切り終了商品 50％OFF！
対象セット商品
10～30％OFF！
その他対象DVD
10％OFF！

50％
OFF!

①入社1年目に必要な報連相、5Sの基本
②入社1年目に必要な図面・積算・測量の基本
③入社1年目に必要な品質・原価・工程・安全管理の基本

30％
OFF!

❷新任現場責任者育成講座①②③セット
セミナー「新任現場責任者育成 3か月コース」の
第1講～第3講をDVDで学べます。
①現場運営に必要な施工計画、工程、実行予算の作成
②現場運営に必要な法規制、コミュニケーション技術
③どんな困難も乗り越える施工管理術

30％
OFF!

❹現場代理人育成講座

DVDセット

セミナー「現場代理人育成6か月コース」の
第1講～第6講をDVDで学べます。
❺ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓯のDVD(計6枚)が
お得な価格で購入できるセットです。
❻動画で学ぶ 内定者研修
～あなたの不安を楽しみに変える～

「建設業とはどんなところだろう」
「3Kって本当？」「現場の人は怖いのだ
ろうか」「専門用語を覚えられるだろう
か」建設会社に内定が決まった学生の
様々な不安を解消します！

❸現場代理人養成講座 施工で勝つ方法
～基本編～
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！
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。
❺一流の現場代理人になるための

3つのポイント
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。
❼工事部課長養成講座

チームで勝つ方法
建設会社の工事部課長を対象にしており、
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。

❽建設会社
入社3年以内に身につけたい

❾その一言で現場が目覚める

仕事の習慣、マナー

～建設工事に学ぶ「リーダー」の
コミュニケーション術～

工事現場で身につけるべき習慣、
マナーのポイント７つを各10分
でまとめています。理解を深め
るためのワーク、確認テスト付き。

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。

❿工事成績評定/工事評価

対策講座 80点取る方法
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。
⓬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
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。

⓫今すぐできる

建設業の工期短縮

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。
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。
⓭1日で理解できる

建設業法6つのポイント
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。

⓮ベトナム人 DVD＆用語集＆書籍セット

⓯3日で身につく 技術提案で満点を

ベトナム人の教育に最適な商品セットです。
① 『 ベトナム語用語集300語』
②『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】』
③『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』

取るための3つのポイント
セミナー「技術提案 文章力・提案力
強化 2日間コース」を学ぶことができま
す。評価の高い技術提案を作成する方法
をわかりやすく解説します。

向上させる8つのポイント

⓱建設業

社員教育体系
～必要能力・教育計画～ 作成セミナー

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。

工事事例をもとに、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。

⓰建設経営者が経営力を

商 品

❶

❷

名

新入社員育成講座
①②③セット

商

部数

品

名

部数

66,000円

52,800円

❸

DVD 現場代理人養成講座
施工で勝つ方法 ～基本編～

❺

DVD 一流の現場代理人になるた
めの3つのポイント

132,000円

❼

DVD 工事部課長養成講座
チームで勝つ方法

11,000円

❾

16,500円

⓫

DVD 今すぐできる
建設業の工期短縮

19,800円

22,000円

⓭

DVD 1日で理解できる
建設業法6つのポイント

19,800円

22,000円

⓯

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

14,850円

47,410円

⓱

DVD 建設業

※単品購入の場合は部数の下段に
①②③の番号を記載してください。→

19,800円

22,000円

新任現場責任者育成講座
①②③セット

69,300円

33,000円

16,500円

99,000円

33,000円

※単品購入の場合は部数の下段に
①②③の番号を記載してください。→

29,700円

❹

現場代理人育成講座
DVDセット

92,400円

❻

DVD 動画で学ぶ 内定者研修

❽

DVD 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

❿

DVD 工事成績評定/工事評価
対策講座 80点取る方法

⓬

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

⓮

DVD ベトナム人 DVD＆
用語集＆書籍セット

42,669円

⓰

DVD 建設経営者が経営力を
向上させる8つのポイント

19,800円

～あなたの不安を楽しみに変える～

9,900円

14,850円

19,800円

19,800円

27,500円

24,750円

22,000円

19,800円

DVD その一言で現場が目覚める

22,000円

～建設工事に学ぶ「リーダー」の
コミュニケーション術～

19,800円

22,000円

22,000円

16,500円

社員教育体系

22,000円

19,800円

～必要能力・教育計画～ 作成セミナー

22,000円

※送料：全国一律400円(3,500円以上のお買い上げの場合無料)
※代金は事前のお振込みをお願いしております。振込先は受付時にお送りするメールに記載いたします。

不要（メール本文に振込先記載）

請求書

・

要（メールに請求書添付）

※請求書の宛名：会社名と異なる方は記載してください（
会社名

TEL

部署・お役職名

FAX

お名前

E-mail（必須)

住所

〒

・

要（郵送）
）

－

【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
TEL：0120-926-810 FAX：0120-196-810
Ｅmail： info2@hata-web.com ＵＲＬ： www.hata-web.com

