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令和 2年 11月 

株式会社日建学院 

 

第一種電気工事士定期講習 web 講習について（ご案内） 

 

株式会社日建学院では、第一種電気工事士定期講習について、日建学院各校における講習（集合講

習）の他、自宅・会社等にてインターネットを通じての動画配信等による講習（web講習）を行ってお

ります。（令和 2年 12月より取扱開始） 

「第一種電気工事士定期講習（web 講習）」の詳細は下記の通りです。 

コロナ禍における新たな講習形式となります。是非ご検討いただきたくご案内申し上げます。 

 

web講習の特徴 

特徴その１ 第一種電気工事士定期講習が自宅・会社等で受講できます。（※） 

インターネットを通じての動画配信となります。 

※学習効率向上のため、ご都合の良い時間にご使用のパソコンを通じてのご受講をお

願いします。 

 

特徴その２ 受講期間内であればいつでもご受講いただけます。（※） 

   ※システムメンテナンス時間帯を除きます。 

   

特徴その３ すべてのカリキュラムの視聴（修了考査の実施を含みます）等が完了した日を「受講

年月日」として記入した講習実施者シールを交付いたします。（※） 

  ※お持ちの第一種電気工事士免状にご自身で貼付していただけます。 

 

web講習の概要 

（１）web 講習は、電気工事士法施行規則のほか経済産業省商務情報政策局産業保安グループ電力

安全課制定の実施要領に基づく講習です。 

  

（２）web 講習は、講習テキスト及び web（インターネット受講）により受講していただくものです。 

  

（３）受講期間は、受講用アカウントの発行日から、６０日間です。また、この期間は延長できま

せん。 

 

（４）お申込者様への受講用アカウント（ログイン ID・パスワード）の発行をもって、受講開始と

なります。（お申込者様の視聴開始時ではありません。） 

 

（５）インターネット受講を利用するために必要となるお申込者様のインターネット環境の整備及

び維持管理につきましては、費用負担を含めてお申込者様ご自身で整えていただきますようお

願いいたします。 
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（６）お申込み完了後、ご登録の住所へ「第一種電気工事士講習テキスト」をお送りします。 

 

インターネット受講 

（１）インターネット受講の利用には、受講用アカウント（ログイン ID、パスワード）が必要とな

り、利用の資格はお申込者様本人にのみ帰属します。 

 

（２）インターネット受講を利用される際には、地震、火災、その他の天変地異等により通信機器

や回線の障害等が発生した場合、システム停止、中断、制限が発生する場合がありますが、お

申込者様に生じた損害について責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

 

（３）インターネット受講については、 株式会社日建学院の推奨環境を満たしている場合でも、お

申込者様個々の動作環境によっては、視聴できない場合があります。 

 

（４）このような個々の動作環境による視聴不能について 株式会社日建学院は責任を負いかねます

ので、事前の視聴確認を必ず行った上でお申込みください。 

 

（５）株式会社日建学院は、あらかじめ告知を行った上で、インターネット受講の維持・保全のた

め、またはシステム障害発生時の復旧のため、インターネット受講による講習を一時的に停止

または中止することがあります。 

  

その他詳細は、web講習申込規約（後述）をご確認ください。  

 

※推奨ブラウザ・動作環境について（お申込みの前にご自身での確認をお願いします。） 

視聴するために必要な接続環境・動作環境については、下記ＨＰよりご確認ください。 

 

https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/check2/index.aspx 
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第一種電気工事士免状への講習受講記録の記載（講習実施者シールの交付） 

すべてのカリキュラムの視聴（修了考査の実施を含みます）等が完了した日を「受講年月日」とし、

講習実施者シールを交付（ご登録の送付先住所へ郵送）いたします。 

受け取られましたら、受講者様ご本人にて、お持ちの第一種電気工事士免状へ貼付していただきま

すようお願いいたします。（※） 

※改ざん防止加工が施されたシールとなります。一度貼付すると、剥がせませんので、免状への貼

付の際はご注意願います。 

 

お申込み方法（新規お申し込みの場合） 

お申込みは、インターネットからのみ行うことができます。なお、受講申込書による郵送でのお申

込みはできません。 

日建学院ホームページ（http://www.nik-g.com/lessonlist/denkikoujishi/） 

※お申込み後、受講料のお支払いの完了確認、及びお申込内容の確認が完了した時点で、正式な申

込手続の完了となります。 

 

＜お申込みから講習テキストの発送までの流れ＞ 

 １．申込方法 

ＨＰ記載の「個人情報の取扱いについて」にご同意の上、「インターネットで申し込む」ボ

タンより手続きにお進みください。 

 

１）専用フォームに受講される方（ご本人）のメールアドレスを入力してください。（※） 

※受講にあたっては、受講者様ご本人に対して受講用アカウント（ログイン ID、パスワード）

を発行しますので、代理の方（ご本人以外の方）によるお申し込みはできません。 

 

２）入力されたメールアドレスへ denkikoujishi@seminar.nik-g.com よりメールが送信され

ます。 

denkikoujishi@seminar.nik-g.com からのメールを受け取れるようにしてください。 

 

３）メールに申込画面へのＵＲＬリンクが記載されておりますので、そちらをクリックしてく

ださい。展開された申込画面よりお申込みください。 

 

① 氏名等の入力に続き、本人確認書類（下記の 2点）をアップロードし送信します。 

なお、アップロードは、２ＭＢ以内の画像（ファイル形式は jpg、png）に限られま

すので、あらかじめご準備してください。 

・第一種電気工事士免状の写し 

・公的な身分証明書の写し 

  旅券（パスポート）、在留カード、特別定住者証明書、外国人登録証（特

別永住者に限る。）、免許証等（運転免許証、運転履歴証明書等の電気工事士

免状以外のもの。）、マイナンバーカード、及び官公庁、独立行政法人、特殊

法人又は地方独立行政法人が発行する証明書（写真付きかつ有効期限内のも

http://www.nik-g.com/lessonlist/denkikoujishi/
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のに限る）のいずれか 1つ 

② 送信後、「仮受付のご案内」メールが自動送信されます。 

 

４）入力内容・アップロードされた内容等について、概ね３営業日以内を目途に確認を行いま

す。 

不備等がない場合は、受講料の支払方法について、別途、メールにてご案内いたします。

メールに記載されたＵＲＬリンクをクリックし、展開された申込画面より受講料のお支払

い手続きを行ってください。 

また、不備等がある場合は、申込情報の訂正依頼について、別途、メールにてご連絡いた

します。 

 

４）受講料のお支払いの完了確認、及び添付書類を含めたお申込内容の確認が完了した時点で、

正式な申込手続の完了となります。 

 

① 受講料のお支払い後、概ね３営業日以内を目途に、受講者情報についてシステム登録

を行います。 

登録後、受講用アカウント（ログインＩＤ・パスワード）に関するお知らせが

nh@mx1.ksknet.co.jp よりメールで送信されますので、ご確認ください。 

② あわせて「講習テキスト」「受講票（ログインＩＤ・パスワードを記載。領収書付）」

等資料一式を、ご登録いただきます送付先住所宛にお送りします。（申込手続完了後、

概ね５～７営業日以内を目途に発送いたします。） 

 

２．お支払方法 

クレジットカード、または、コンビニエンスストアでのお支払いです。 

 

【クレジットカード払いの場合】 

決済処理完了をもって受講料のお支払いの完了確認となります。 

 

【コンビニ払いの場合】 

入力内容・アップロードされた内容等の確認後、お支払いに関する内容を記載したメールが

送信されます。 

メールの内容に従って、お選びいただいたコンビニエンスストアでのお支払いをお願いいた

します。 

※「コンビニエンスストアでのお支払い」の場合、お支払いをいただいた時点でお申込内容が

確定します（お支払いをいただくまで、お申込内容が確定するものではありません)。 

なお、申込日から 3 日を経過すると申込自体が無効となりますので、それまでにお支払い

くださいますようお願いいたします（3 日を経過しますとご案内済みの方法ではお支払いが

できなくなりますので、その場合には、再度、最初からお申込み手続きを開始していただき

ますようお願いいたします）。 

※コンビニ払いの場合、手数料 180円はご負担願います。 
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３．受講料 

8,500 円（消費税、講習テキスト代含む） 

 

４．申込締切日 

締切日はありません（システムメンテナンス時など特段の場合を除きます）。 

 

５．領収書について 

お申込み手続きが完了すると、領収書がついた受講票（下記６の講習テキスト発送に同封

いたします。）が送付されますので、そちらをご利用ください。（切り取って使用していただ

く形となります） 

 

６．講習テキストの発送について 

お申込み手続きが完了後、送付先住所宛におおむね５～７営業日以内に発送いたします。 

 

受講料の返還・留意事項 

●受講料の返還について 

いったん納付した受講料は、次の場合を除いて返還いたしません。 

（１）申込みが完了せず、受講が開始できなかった場合（お申込者様への受講用アカウント

の発行をもって受講開始となります。お申込者様の視聴開始時ではありません。） 

（２）当社の責めに帰すべき事由により、講習を受講できなかった場合 

（３）天災等の理由により講習が中止された場合 

（４）受講者の死亡または重大な疾病により、講習を受講できなかった場合 

※上記（１）（２）（３）の場合は返還手数料当社負担にて、受講料を全額返還いたします。なお、

（４）の場合は、受講料の返還に係る手数料(1,100円)を差し引いた額を返還いたします。 

※受講料返還までには最長 1ヶ月程度の期間がかかりますことを、あらかじめご了承ください。 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社日建学院 第一種電気工事士定期講習本部事務局  

 〒171-0014東京都豊島区池袋 2-38-2 COSMY-Ⅰ 5F  

 TEL: 03-3988-6201  FAX: 03-3980-6032  
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■よくあるご質問 

Ｑ web講習は、集合講習（日建学院各校における 1日講習）と法定講習としての効果は同じなの？ 

Ａ web講習は、集合講習（日建学院各校における 1日講習）と同じく、電気工事士法第４条の３で

定められた法定講習（第一種電気工事士定期講習）となります。 

 

Ｑ web講習は、集合講習（日建学院各校における 1日講習）と何が違うの？ 

Ａ web講習と集合講習（日建学院各校における 1日講習）の主な相違点は次の通りです。 

 web 講習 集合講習 

講習カリキュラム 第１編 法令 

第２編 知識 

第３編 事故例 

講義 専用スタジオで収録した映像講義 

修了考査の有無 あり 

（各編。繰り返し実施可能） 

なし 

講習時間 合計６時間 

（修了考査に要する時間を含む） （休憩時間を除く） 

講習開始時間 いつでも 

（ただし、システムメンテナンス

時間帯を除きます） 

8：55～ 

（注意事項説明より） 

受講期間 受講用アカウント発行日から６０

日間 

集合講習日当日 

受講する場所 自宅など 

インターネット受講を利用するた

めに必要となる環境の整備及び維

持管理につきましては、お申込者

様の自己の責任と費用負担におい

て行うものとなります 

日建学院各校 

定員の有無 なし あり 

（日建学院各校毎） 

講習テキストの有無 あり 

（送付先住所宛に送付） 

あり 

（講習日当日に会場にて配付） 

講習受講記録の記載 web 講習の受講状況の確認記録や

修了考査等によって受講が完了し

たことが確認された後、受講年月

日（全ての映像視聴・修了考査が

完了した年月日）、受講場所（オン

ライン講習と記載）を記載した講

習実施者シールを講習修了者に後

講習終了後、講習修了者の免状の

講習受講記録欄に、「受講年月日」、

「受講場所」を記載（押印）すると

ともに、「講習実施者認印」欄に講

習実施者シールを貼付します 

※講習当日は、第一種電気工事士

免状を忘れずに持参下さい 
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日交付（郵送）します 

※交付された講習実施者シール

は、お持ちの第一種電気工事士免

状にご自身で貼付します 

受講者本人確認の 

実施 

web 講習申込時に、免状の写し及

び公的な身分証明書の写しをアッ

プロードにより提出していただき

ます 

講習当日に実施します 

※免状及び身分証明書を忘れずに

持参ください 

申込み手続き インターネットのみ インターネットまたは郵送 

受講票・領収書 申込後、後日、送付先住所宛に郵送（または送付） 

講習テキストに同封して送付しま

す。 

ご本人写真を添付した受講票は、

講習当日は忘れずに持参下さい 

受講料 8,500 円（消費税、講習テキスト代等含む） 

 

Ｑ 【web 講習について】申し込めば、本人確認書類の提出がなくても、すぐに受講できますか？ 

Ａ web 講習の申込にあたっては、本人確認書類（免状の写し及び公的な身分証明書の写しの両方）

の提出が必要です。提出された本人確認書類についての内容確認が終わり、受講料をお支払いい

ただいた後、申込の受理となります。申込の受理後、web講習の受講が可能となります。 

 

Ｑ 【web 講習について】受講の期限はいつまでですか？（受講期間は？） 

Ａ 受講期間は、受講用アカウントの発行日から６０日間です。 

なお、受講用アカウントは、申込が完了（本人確認書類の内容確認及び受講料のお支払いの完了

していることが必要です。）し、受講者情報のシステム登録後に、メールにてお知らせいたします。 

 

Ｑ 【web 講習について】講習テキストはいつ届きますか？ 

Ａ 申込手続完了（受講者情報についてのシステム登録）後、概ね５～７営業日以内を目途に発送い

たします。 

 

Ｑ 【web 講習について】講義の視聴が終わりましたが、受講年月日が記載された講習実施者シー

ルはいつ届きますか？ 

Ａ 受講状況の確認記録や修了考査等によって受講が完了したことが、弊社にて最初に確認された時

が受講年月日となります。受講年月日が記載された講習実施者シールは、受講完了後、概ね５～

７営業日以内を目途に発送いたします。 

 

Ｑ 【web 講習について】講義映像はすべて視聴しないといけませんか？ 

Ａ web講習を修了するためには、すべての講義映像の視聴が完了すること、及び講習の効果を確認

するための修了考査において科目毎に８割以上の正解すること、の両方が必要です。なお、講義

映像の視聴にあたっては、受講進捗度をシステム上で記録しております。 

 

Ｑ 【web 講習について】修了考査を実施しないといけませんか？ 
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Ａ web講習を修了するためには、すべての講義映像の視聴が完了すること、及び講習の効果を確認

するための修了考査において科目毎に８割以上の正解すること、の両方が必要です。 

 

Ｑ 【web 講習について】修了考査は何点で修了となりますか？ 

Ａ web講習を修了するためには、すべての講義映像の視聴が完了すること、及び講習の効果を確認

するための修了考査において科目毎に８割以上の正解すること、の両方が必要です。 

 

 

Ｑ 【web 講習について】講義映像の視聴を途中で一時中断しました。続きから視聴を続けること

は可能ですか？ 

Ａ 講義映像の視聴を途中で中断した場合、視聴を再開すると、中断した時点を含むキャプチャの最

初からの視聴となります。中断した時点からの再開はできませんが、一番初めに戻るのではなく、

キャプチャ単位で視聴することができます。 

 

 

Ｑ 【web 講習について】講義映像は何度でも視聴することは可能ですか？ 

Ａ 繰り返して学習をするなど、受講期間中であれば何度でも視聴するこが可能です。この場合の修

了は、web 講習の受講状況の確認記録や修了考査等によって受講が完了したことが、最初に確認

された時となります。修了となった後であっても、受講期間中は、再度、講義映像を視聴するこ

とができます。 

  なお、「受講年月日」は、web 講習の受講状況の確認記録や修了考査等によって受講が完了した

年月日であり、受講期間内であっても、任意の年月日に変更することはできません。 

 

 

Ｑ 【web 講習について】講義内容に関する質問はどうすればよいですか？ 

Ａ 講義内容に関するご質問につきましては、web講習の専用画面において、講習テキストの該当ペ

ージ等の記載とあわせて「質問内容」を入力・送信していただきます。送信していただきました

ご質問は、事務局を通じて、担当講師にご連絡の上、回答いたします。 
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■web 講習申込規約 

 
この規程は、株式会社日建学院（以下「当社」といいます。）が実

施するインターネット上での講習（以下「講習」といいます。）の

受講について定めるものです。講習に申込みの方は、この規程の内

容と条件にご同意の上、申込み下さい。 

 

第 1 条（受講契約の成立等） 

受講契約の成立時期については以下のとおりといたします。 

（1）お客様がインターネット上で講習の申し込みを行い、当社が

お客様からの入金を確認した上で入金確認メールを送信した

時、または教材等を発送した時のいずれか早い時に受講契約が

成立するものといたします。 

（2）前項にかかわらず、受講料の支払いにクレジットを利用する

場合は、利用審査によりクレジット契約が有効に成立した時に

受講契約が成立するものとします。 

 

第 2 条（解約、返金、クーリング・オフ） 

講習受講契約後における解約・返金についてのお取扱いは下記の

とおりといたします。 

（1）講習開始前の解約・返金について 

講習開始（当社が講習の受講に必要な ID・パスワードを発行

した時をいいます。以下同じ。）前であれば、当社は、理由の如何

を問わずお客様からの申し出により解約を受付け、受講料を返金

します。なお、返金時に発生する振込手数料についてはお客様負

担となります。 

（2）講習開始後の解約・返金について 

インターネット上での講習については、講習開始後の解約・返

金はできません。 

 

第 3 条（著作権等） 

（1）当社が提供する教材、講義、インターネット上で提供する情

報の知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作

権等）は全て当社に帰属します。これらを無断で受講契約の目

的外で使用、複製、録画、録音ダウンロード、譲渡をすること

は固く禁じます。 

（2）お客様は、講習の受講に必要な ID・パスワードを第三者に開

示し譲渡あるいは貸与することはできません。（問い合わせの

際に ID・パスワードの開示を依頼する場合があります） 

（3）お客様が前 2 項に違反した場合、当社はお客様に対し当社が

被った損害のすべての賠償を請求するとともに、刑事告訴を行

う場合があります。 

 

第 4 条（個人情報保護）  

当社は、講習申込時にお客様が提供する氏名・住所・電話番号・

メールアドレスなどの個人情報を、下記の目的でのみ使用します。 

また当社では個人情報保護法第 16 条で定める場合を除き、お客様

への情報提供、サービス提供以外の目的でお客様の個人情報を使用

することはありません。 

（1）利用目的について 

1.契約の履行（商品・サービスの提供等） 

2.当社及びグループ各社が取り扱う商品・サービスに関するご

案内 

3.当社及びグループ各社が開催(主催・共催・協賛・後援)する

セミナー・展示会等に関するご案内 

4.お客様からのお問合せ、又は依頼等への対応 

5.顧客満足度等のアンケートの収集 

6.業務上の連絡 

7.その他、お客様に事前にお知らせし、ご同意いただいた目的 

※グループ各社とは、（株）建築資料研究社、（株）ニッケン・

キャリア・ステーション、日建ウッドシステムズ（株）、（株）

中部建築資料研究社、（株）セイブコーポレーション、（株）

ハウジングエージェンシー、（株）住宅新報出版、（株）那須

ビッグファーム、（株）B.Bをさします。 

（2）個人情報の開示・訂正・利用停止等について 

1. 個人情報に関し、お客様から開示を求められたときには、法

令に基づきその求めに応じます。なお、開示をする際には、

所定の手数料を申し受けます。 

2. 個人情報の内容に事実と反する記載があり、その内容の訂

正、追加又は削除（以下この条において「訂正等」という）

を求められた場合には、その目的の達成に必要な範囲内にお

いて、必要な調査を行い、その結果に基づき、当該個人情報

の内容訂正等を行います。 

3. 個人情報に関し、開示、訂正、利用停止等のご要望について

は、下記のお問合せ窓口にご連絡下さい。請求者がお客様ご

本人であることを確認の上、必要な手続きについてご案内い

たします。なお、個人情報に関するその他のお問合せについ

ても下記窓口をご利用下さい。 
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コールセンター 

〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-50-1  

日建ワールドハウジングセンター7F 

電話番号：0120-243-229 

受付時間：10:00～17:00（土日・祝日・年末年始を除く） 

 

第 5 条（インターネット受講について） 

（1）当社が提供する各種インターネット受講（当社のグループ各

社が取り扱うサービスを含みます。以下同じ。）の利用には、ロ

グイン ID、パスワードが必要となります。利用の資格はお客様

本人にのみ帰属します。いかなる場合であってもログイン ID、

パスワードを第三者に開示することによりインターネット受

講の利用資格を貸与等することはできません。また、ダウンロ

ードした映像または音声データを第三者に利用させることは

できません。不正利用等が確認された場合は、当社は視聴停止

を含む厳正な措置をとることがあります。 

（2）お客様がインターネット受講を利用される際に、設備等の保

守または地震、火災、停電、回線障害・接続障害等によりシス

テム停止、中断、制限が発生する場合は、当社はお客様に生じ

た損害について責任を負いません。 

（3）インターネット受講については、 当社の推奨環境を満たして

いる場合でも、お客様個々の動作環境によっては、視聴できな

い場合があります。このようなお客様の動作環境による視聴不

能について、当社は責任を負いません。お客様は、事前の視聴

確認を必ず行った上で、講習を申し込むものとします。 

（4）当社は、インターネット受講の維持・保全のため、またはシ

ステム障害発生時の復旧のため、インターネット受講による講

習を一時的に停止または中止すること（以下「メンテナンス等」

という。）があります。当会社がメンテナンス等の実施に係る告

知をあらかじめ行う場合、メンテナンス等の実施を理由に、お

客様がインターネット受講を利用できなかったことによるお

客様が被った損害については、当社は責任を負いません。 

 

第 6 条（設備等の準備） 

（1）お客様がインターネット受講を利用するために必要となる下

記に例示する環境の整備及び維持管理を 自己の責任と費用負

担において行うものとします。 

1.通信機器、コンピュータ、ソフトウェアその他インターネッ

ト受講を利用するために必要となるすべての機器の準備及び

設置 

2.通信回線利用契約の締結、インターネットサービスへの加入

ならびに通信費その他インターネット受講の利用に要する費

用の支払 

（2）当社は、お客様がインターネット受講を利用するために使用

するすべての機器やソフトウェア、通信環境等に対するインタ

ーネット受講の互換性を確保するために、インターネット受講

の内容や提供方法を変更する義務を負わないものとします。 

 

第 7 条（不可抗力） 

地震、火災、その他の天変地異等により通信機器や回線の障害等

が発生した場合、当社は、インターネット受講による講習を一時的

に停止または中止することがあります。その場合でも利用できなか

ったことにより、お客様が被った損害等については、当社は責任を

負いません。 

 

第 8 条（合意管轄） 

受講契約に関する一切の紛争については、訴額に応じ東京簡易裁

判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし

ます。 

 

第 9 条（その他） 

1. 本規程に定めのないものについては、当社ホームページ、各種

パンフレット、その他当社が定める諸規定によるものとします。 

2. 本規程は、予告なく内容を変更することがあります。 

3. 本規程は、2020 年 11月 6日をもって発効します。 

 

 

 

 


