デキスクは、インターネット
環境があれば、いつでも、だれ
で も、い ろ い ろ な コ ン テ ン ツ
を気軽に学べる土木技術者様
の為の WEB セミナーです。

いつでも、だれでも、いろいろ学べる

安全衛生動画
安全＋（プラス）

33,000円

ＣＰＤＳユニット

1 年間

（税込）

ご利用
人数は

の取得が可能です。

で充実したサービスを
ご提供いたします。

無制限

個別の受講となります。

※インターネット学習以外のユニット全てを合計した値と同じユ
ニット数まで、インターネット学習のユニットを取得すること
が可能になります。詳しくは技士会のホームページをご確認く
ださい。

（受講証明書は、毎回１名分のみ発行）

だれでも

いつでも

いろいろ

学べる

学べる

「好きな時間に、好きな場所で」インター
ネット環境があれば、
いつでも受講可能。

学べる

「何名様でも、無制限で」
1 社何名様でも、誰でも受講可能。

「様々なジャンル、豊富なコンテンツ」
お客様のお役に立つ動画をご用意。

ご利用料金
ご利用料金

オプション

ユニット制限解除オプション

￥33,000（税込）

￥33,000（税込）

※別途デキスクのご加入が必要です。

・利用人数 ：無制限

・利用人数 ：無制限

・利用期間 ：1 年間

・利用期間 ：1 年間（デキスクの利用期間満了日と同日）

・受講証明書発行数：1 名様につき 6 枚（年間）

・受講証明書発行数：制限なし

ご注意

・社内環境等により外部の動画配信サービスを視聴できない場合、デキスクはご利用できません。
・デキスクの利用期間の途中で「ユニット制限解除オプション」をお申し込みいただくことは可能ですが、月差額返金はいたしませんのでご了承ください。

デキスクご利用者様の声

実際にご利用いただいている方々の声をご紹介します。

AutoCad からの移行の
きっかけになりました。

空いた時間に合わせて
取得できるのは大変効率的！

砺波工業株式会社

木曽土建工業株式会社

T様

M様

今日の入札条件にある CPDS のユニット取得に大いに活用でき、また

業務時間の合間に短時間で 複数回行うことができ、大変良かったと

移行しようというきっかけにもなりました。

現場管理（現場代理人・監理技術者等）職となると通常の作業が行

私自身 AutoCad であったものが、これを期にＡ納図［ A-NOTE ］に
内容も大変わかりやすくなっており、基本作業はほぼ取得できるよう
になっていました。これからも受講しながら自己啓発し、業務の効率
化を図りたいと思います。

思います。

われている平常時間に、時間を割いて講習会に参加して単位を取得
することは難しいため、自分の空いた時間に合わせて取得できるの
は大変効率的で良いと思います！

その他のご利用者様の声は、デキスクのホームーページをご覧ください。

デキスク

https://dekisuku.kentem.jp/

ＣＰＤＳ認定ＷＥＢセミナー

2021年6月

CPDS 認定 WEB セミナーをご視聴いただけます。（各講座 1 ユニット）
（一社）
全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度（CPDS）において、インターネット学習として、
CPDS ユニットを取得可能です。 ※個別の受講となります。
（受講証明書は、毎回 1 名分のみ発行）

6講座

追加！

講座名
2
3
4

工事成績
・総合評価

1

5

講座名

総合評価落札方式 概要編

17

A 納図 [A-NOTE] 導入編

工事成績評定 概要編

18

A 納図 [A-NOTE] 作図編

施工計画・工程管理編

19

NEW 現場近隣対応 地元説明のコツ（前編）

20

NEW 現場近隣対応 地元説明のコツ（後編）

21

Ｃ
Ａ
Ｄ

A 納図 [A-NOTE] 縮尺合せ・座標割付編
A 納図 [A-NOTE] 交通規制図作成編
A 納図 [A-NOTE] 横断図修正・土量集計編

情報化施工

22

A 納図 [A-NOTE] 出来形展開図作成編

情報化施工（TS 出来形）中級編

23

A 納図 [A-NOTE] 2.5 次元活用編

情報化施工（TS 出来形）設計データ作成編

24

リスクアセスメント 概要編

電子納品習得編

25

安全管理サイガード 習得編

出来形・写管屋編

26

A 納図 [A-NOTE] CAD 製図基準 ( 案 ) 習得編

27

12

いまさら聞けない電子納品概要編

28

13

モバイル端末の活用 出来形・写真編

29

モバイル端末の活用 快測ナビ Std 編

30

7
8
9
10
11

16

31

NEW 建設現場の遠隔臨場対策

安
全
管
理

クラウド
・３Ｄ

15

モバイル

14

電子納品

情報化施工（TS 出来形）概要編

6

安全管理

資格取得と特別教育編

建設工事現場におけるヒューマンエラー防止
現場監督が知っておくべき建設現場の労働安全衛生法の基礎
情報共有システム 概要編
NEW 3D 施工データ作成・活用術
NEW ３次元測量について［基礎編］

NEW SVG 形式を活用した工事写真レイヤ化

※2021 年 4 月 1 日（木）以降の申請から、インターネット学習の年間上限ユニット数が変更となります。学習履歴証明書発行時に、インターネット学習以外のユニッ
ト全てを合計した値と同じユニット数までインターネット学習のユニットを反映することができるようになります。詳しくは技士会のホームページをご確認ください。

安全衛生動画：安全＋
（プラス）
安全＋（プラス）は、元労働基準監督署長の
村木宏吉先生による、安全衛生に関連した知
識を習得できる動画コンテンツです。
※CPDS 認定セミナーではありません。

お申し込み

サポート動画
「サポート動画」は、ソフト導入時や新人研修、
スキルアップ等でご活用いただける動画コン
テンツです。
※CPDS 認定セミナーではありません。

有料コンテンツをご利用いただくには、お申し込みが必要です。
新規登録ページからお申し込みください。

https://dekisuku.kentem.jp/apply/
お問い合わせ

お問合せフォームからお問い合せください。

https://dekisuku.kentem.jp/contact/
※個人情報を取り扱う業務の遂行にあたっては、法令及び社内規定に準拠して行動いたします。※本チラシに記載された価格は、すべて消費税率 10％の税込価格です。

本 社

〒417-0862 静岡県富士市石坂312-1
札幌・帯 広・盛 岡・仙 台・新 潟・関 東・首都 圏・北 陸
本社・名 古屋・関西・兵庫・四国・広島・福 岡・九 州
南 九 州・沖 縄

お問い合 わ せは、総合案内窓口へ おかけください。

総合案内窓口

0570 200 787

※音声ガイダンスが 流れたら、
「１」を押してください。

受付時間

9:00‐12:00 / 13:00‐17:00
月曜日～ 金 曜日（ 祝・祭日除く）

202２.03 （KS602-13）

